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　将来にわたり、森林の持つ多面的機能を高度に発揮させるため、本県の50年後のあるべき森林の姿
を明らかにし、その実現に必要となる施業方法等を具体的に示した森林づくりの指針「次世代の大分
森林づくりビジョン」を平成25年３月に策定するとともに、継続的に活用するため、「次世代の大分
森林づくりビジョン推進会議」を設置し、委員の皆さまから提言や助言を受けながら、その実現に
向けて取り組んでまいりました。

　策定から５年目を迎えるにあたり、これまでの県施策の取り組み状況を評価・検証し、各計画との
整合並びに本ビジョンが目指す将来像の実現に向けた取り組みなどを中心に、今回見直しを行いました。

　平成28年５月に閣議決定された森林・林業基本計画で、国は充実した森林資源を循環利用すること
で林業の成長産業化に向けた取り組みを推進することとしています。本県においても、農林水産業・
農山漁村の今後10年間の基本となる政策指針を示す「おおいた農林水産業活力創出プラン2015」を
平成27年12月に策定し、「変化に対応し挑戦と努力が報われる農林水産業の実現」「安心して暮らし
ていける農山漁村づくり」を目指し、様々な施策を展開しています。

　本県の森林資源の状況を見てみますと、この５年間で更に蓄積され、46年生以上の主伐時期を迎え
たスギ・ヒノキの人工林面積が半数以上を占めるなど、これまでにない充実期にある一方で、15年生
以下の若い森林は非常に少ない状況です。持続的な林業経営を可能とするには、適期に伐採し収入を
得ながら、再造林を着実に進め、将来を見据えて資源の循環利用を進めていくことが大事です。

　今回の見直しにあたっては、主伐の推進と林業適地での再造林の徹底による循環型施業の確立を
目指すとともに、育林コスト・生産コストの低減や就労環境の改善、新たな林業技術の導入など、持
続的な林業経営を可能とする取り組みについて、成果も踏まえ記載しました。

　また、７月の九州北部豪雨や９月の台風第18号による災害を教訓に、新たに帯状伐採による流木の
発生源対策など災害に強い森林づくりに向けた取り組みも強化していくこととしています。

　本ビジョンは本県の森林づくりの基礎となる重要な指針です。是非とも多くの林業関係者にご活用
いただき、目指すべき森林の姿に少しでも近づけることで、将来に渡って本県の豊かな森林の恩恵が
享受できるよう努めてまいりたいと考えております。

　結びに、この指針の策定にあたっては、「次世代の大分森林づくりビジョン推進会議」で慎重な
ご審議をいただいたほか「大分県森林審議会」、「森林づくり委員会」の委員の皆さま方をはじめ、多
くの県民の方から貴重なご意見を賜りました。心から感謝を申し上げます。

平成30年3月　　　　　　　　　　　　　　　
大分県農林水産部　部 長　中島　英司　



2

第１章　ビジョン策定にあたって
１ 策定の背景と目的（H24年策定時）

（1）策定の背景

　将来にわたり、森林の有する多面的機能の発揮により、林業生産活動を通じた地域経済の振興や
県民の安全・安心な暮らしを確保するためには、長期に森林を適正に整備・保全していくことが重要
であり、国も長伐期化等による多様な森林整備を推進している。
　しかしながら、本県のスギ、ヒノキの人工林においては、樹冠長率が低いため風に弱く、長伐期化
に向かない森林も多く存在する。
　このため、今後の森林づくりにおいては、厳しい林業の経営環境や県下の森林の現状を踏まえ、「持
続的な林業経営を可能にする低コストで合理的な森林施業」や「災害に強い森林の整備」、「生物多様
性の保全」などの新たな視点のもとに、育成途中の人工林の管理手法並びに皆伐後の次世代の森林づ
くりの指針を明らかにする必要が生じている。
　そこで、今後の目指す森林の姿とその実現に向けた誘導方針、施業方法等を明らかにし、林業関係
者の森林づくりの指針となる「次世代の大分森林づくりビジョン」（以下「本ビジョン」という）を
策定するものである。

（2）策定の目的

◎次世代の大分森林づくりビジョン策定の背景と目的

【背　景】
●利用時期を迎えた
　人工林資源の増加
●人工林の管理や
　林業生産活動の停滞
●自然災害の多発
●里山林の荒廃

○次世代の大分森林づくり
ビジョンの策定

【課　題】 【対　応】
○低コストで合理的な
　森林施業への転換
○災害に強い森林の
　整備の推進
○生物多様性の保全

　などの考え方を取り
入れた新たな森林づくり
の指針が必要

［将来の目指す森林の姿
を明らかにし、その実現
に向けた誘導方針、施業
方法等を具体的に明示し
た指針］
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　本県の森林は、県土の71％を占め、うちスギ、ヒノキ等の人工林は53％となっている。このスギ、
ヒノキの人工林は、戦後の国土の復興と旺盛な木材需要を背景に拡大造林政策により造成され、育成
の時代を経て、35年生を超える森林が65％を占めるまでとなり、今まさに利用の時期を迎えている。
　国においても、平成21年12月に公表された「森林・林業再生プラン」を受け、平成23年7月に「森
林・林業基本計画」を変更し、利用時期を迎えた森林資源を積極的に活用することで、10年後の木材
自給率を50%以上とする目標を掲げたところである。
　しかしながら、木材価格の長期低迷等により、これまでの手法では林業経営が成り立たない状況と
なっており、人工林のみならずかつて薪炭林として活用されていた里山林においても、必要な森林の
管理や林業生産活動が停滞している。
　一方、近年、台風や豪雨等による林地崩壊等自然災害が多発する中、県土の保全等、森林の有する
公益的機能の発揮に対する県民の要請は益々高まっている。
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　将来にわたり、森林の持つ多面的機能を高度に発揮させるため、本県の50年後のあるべき森林の姿
を明らかにし、その実現に必要となる施業方法等を具体的に示した森林づくりの指針である。

2 本ビジョンの位置づけ

（1）本ビジョンの内容

　本ビジョンの策定に当たっては、大分県長期総合計画「安心・活力・発展プラン2015」や大分県
農林水産業振興計画「おおいた農林水産業活力創出プラン2015」及び本県の他の計画との整合を
図りながら策定した。

（2）他の計画との整合

　本ビジョンは、平成23年度に「次世代
の大分森林づくり検討委員会」を設置し、
平成24年度に策定した。
　策定後は、「次世代の大分森林づくりビ
ジョン推進会議」を設置し、その実現に向
けて取り組んでいる。
　改訂にあたっては、平成24年度策定内
容をもとに、持続的な林業経営を可能とす
る取り組みを中心に、本推進会議で様々な
角度から検討を進めるとともに、外部有識
者への意見聴取やパブリックコメント等に
より広く県民の皆様からのご意見を頂き改
訂した。

（3）ビジョン策定及び改訂の手順

第
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大分県長期総合計画「安心・活力・発展プラン2015」

大分県農林水産業振興計画
「おおいた農林水産業活力創出プラン2015」

「次世代の大分森林づくりビジョン」

大分県地域森林計画等

次世代の大分森林づくり推進会議



第 2 章　森林・林業の現状と課題
１ 全国の森林、林業を巡る情勢

（１）森林・林業の再生に向けた新しい動き

4
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　平成28年5月に閣議決定された「森林・林業基本計画」は、５年、10年、20年後の目標とする森
林の状態を明記するとともに、10年後の国産材の供給量及び利用量の目標を平成26年度の1.7倍にあ
たる40百万㎥という目標を掲げ、CLTや非住宅分野における新たな木材需要の創出と主伐と再造林対
策の強化などによる国産材の安定供給体制の構築を車の両輪とし、林業の成長産業化に向けた取組を
図ることとしている。
　「未来投資戦略2017」においても、
引き続き講ずべき具体的施策とし
て、林業の成長産業化が掲げられ
ているところである。
　また、森林・林業・木材産業を
巡る諸課題に法制面から対応する
ため、「森林法」が改正（H28.5）
され、適切な森林施業を通じて、
森林資源の再造成の確保、国産材
の安定供給体制の構築及び森林の
公益的機能の維持増進を図ってい
くこととしている。

（2）木材需要の新しい動き 

資料：林野庁「平成28年度木材需給表」

【木材供給量と木材自給率の推移】

資料：「森林・林業基本計画（平成28年５月）」
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【森林の有する多面的機能発揮に
関する目標】

【国産木材供給量の目標と
総需要量の見通し】

(材積：百万㎥)

森林面積（万ha）

育成単層林
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合　計
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2,510

5,590

223

54

2.1

1,020

120

1,360

2,510

5,270

210

64

2.5

総蓄積（百万㎥）

ha当たり蓄積（㎥/ha）

総成長量（百万㎥/年）

ha当たり成長量（㎥/ha年）

平成
27年

（参考）
指向す
る森林
の状態

平成
32年

平成
37年

目標とする森林の状態

平成
47年

　大型の製材工場や合板工場の整備、公共建築物の木造・木質化の促進、木質バイオマスエネルギー
利用等による木材需要の拡大を背景に、木材の自給率は平成14年度を底に平成28年度まで６年連続
で上昇し、林業や木材産業に明るい兆しが見えてきている。また、中国等による木材需要の増加や韓
国におけるヒノキに対する人気の高まり等を背景に、木材輸出が増加している。
　この様な中、木材産業の競争
力を強化するため、品質、性能の
確かな製品供給や、国産材を使用
した横架材等の開発・普及等が
進められている。
　新たな需要を創出するため、
CLTや耐火集成材などの開発が
進展しており、これまで木造に
よる建築が少なかった中高層建
築物への利用などが期待されて
いる。
　平成30年に開催される東京五
輪メイン会場などでは、環境に
配慮された国産材の使用が決
まっている。



　本県の森林面積は448,372haで県土の
71%を占めており、そのうち人工林が
233,922haで 全 体 の52%を、天 然 林 が
173,497haで39％を、その他（竹林や無立
木地）が40,953haで９％を占めている。
　人工林面積の内訳では、針葉樹が94％、
広葉樹が６％となっており、スギ、ヒノキ
等の針葉樹がほとんどを占める一方、天然
林面積の内訳では、広葉樹が96％、針葉樹
が４％となっており、広葉樹がそのほとん
どを占めている。
　また、森林の総蓄積は118,056千㎥で、
そのうち人工林が93,337千㎥で79％を占め
ており、天然林は24,718千㎥で21%にすぎ
ない。
　人工林蓄積の内訳は針葉樹が98％、広葉
樹が２％となっている。天然林蓄積の内訳
は広葉樹が92％、針葉樹が8％となってい
る。
　人工林の単位面積当たりの蓄積量は、天
然林の約３倍となっており、針葉樹を中心
として造成された人工林の高い蓄積量が窺
える。

2 本県の森林の概要

（1）本県の森林資源

県土の約７割は森林が占めている

【大分県の面積】

【大分県の森林面積】

【大分県の森林の蓄積】

資料：「平成27年度大分県林業統計」

資料：「平成27年度大分県林業統計」

【大分の衛星写真】

総面積
634,071ha

その他
20%

農地用
9%

森林面積
71%

人工林
（針葉樹）
49%

その他
9%

天然林
（針葉樹）

2%

天然林
（広葉樹）
37%

人工林
（広葉樹）

3%

総面積
448,372ha

総蓄積
118,056千㎥

人工林
（針葉樹）
78%

天然林
（針葉樹）

2%

天然林
（広葉樹）
19%

人工林
（広葉樹）

1%
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資料：「平成27年度大分県林業統計」



　所有形態別の森林面積は国有林が10%を、
民有林が90％を占めている。
　県内の国有林の面積が最も多い市町村は佐伯
市の14,274haで、次いで豊後大野市の7,218ha
となっている。
　また、人工林面積を県の振興局別でみると、
日田林業を有する西部局管内が最も広く、次い
で南部、北部、豊肥、中部、東部局の順となっ
ている。
　一方、天然林面積は、豊肥、北部、南部、中部、
西部、東部局の順となっている。 資料：「平成27年度大分県林業統計」

【大分県の所有形態別森林面積】

資料：「平成27年度大分県林業統計」

【大分県の管内別人工林面積】

総面積
448,372ha

国有林10%

（ha）

県営林
県民有林４%

森林農地整備
センター４%

その他
民有林
82%
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総面積：233,922ha

資料：「平成27年度大分県林業統計」

【大分県の管内別天然林面積】

（ha） 総面積：173,497ha

　本県の主な林業の指標は、下表のとおりであり、スギの造林面積・素材生産量、竹材の生産量、乾
しいたけの生産量は全国でもトップレベルにある。

（2）本県の林業の主要指標

項目 単位 大分県 全国
順位

九州
順位 資料

森林面積 千ha 453 19 4 林野庁：森林・林業統計要覧2017

民有林のスギ造林面積 ha/年 735 2 2 〃

民有林のヒノキ造林面積 ha/年 33 19 3 〃

素材生産量（全体） 千 /年 973 ５ 2 農水省：木材統計（H28）

素材生産量（スギ） 千 /年 825 3 2 〃

素材生産量（ヒノキ） 千 /年 134 7 2 〃

竹材生産量 千束/年 60 3 3 林野庁：特用林産基礎資料（H28)

乾しいたけ生産量 ｔ/年 1,144 1 1 〃

木・竹炭生産量 ｔ/年 179 9 5 〃

林業産出額 億円/年 187 6 2 農水省：林業産出額（H27）
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　本県は、県北の中津平野、県央の大分平野、
県南の佐伯平野など、比較的規模の大きい平野
を持つ。内陸には、日田、玖珠、由布院、竹田
などの盆地があり、火砕流の堆積と、河川による
侵食拡大の作用を受けている。
　河川は山国川、駅館川、大分川、大野川、
番匠川などがあり、周防灘、別府湾、豊後水道
に流れ出る。筑後川上流部の大山川、玖珠川は
日田盆地で合流し、三隈川となり、筑紫平野を
抜け有明海へ注ぐ。北川水系の中岳川は南流し、
延岡で五ヶ瀬川と合流し日向灘へ注ぐ。
　本県には松山ー伊万里線、大分ー熊本線、
臼杵ー八代線などとよばれる構造線が通過する
（右上図）。
　臼杵ー八代線より北側の領家帯と呼ばれる
地域は、花崗岩類と変成岩類で特徴づけられる。
その南方の秩父帯、四万十帯は、プレート運動
により付加帯として形成された地質。秩父帯に
は、石灰岩層がはさまれ、津久見のセメント
工業の基礎をなし、また鍾乳洞を発達させている。
　これらの古い時代の地質を基盤として、新し
い時代の火山活動がみられる。新生代新第三紀
から続く火山活動により、現在の火山地域を
構成する多くの火山が形成された。国東半島の
両子火山、別府地域の由布岳、鶴見岳を主峰と
する由布・鶴見火山群、久住山、大船山、黒岳
などの成層火山や溶岩ドームからなるくじゅう
火山群などがそれである。一方、カルデラが形
成された阿蘇火山などの周辺には広大な火砕流
台地が形成されている。
　海岸部では第四紀の海水準変動と地殻変動の
結果としての海岸地形がみられ、豊後水道域は
国内屈指のリアス式海岸を形成している。
　大分平野は、九州の平野の中で海水準変動の
歴史が典型的に読みとれる平野であり、他方、
中津・宇佐の平野は耶馬渓地域からの堆積物
供給による扇状地が広がる地域である。
　本県の地質と地形は、このように複雑な地球
の歴史を反映したもので、それが県内の地域性
を作る基盤となっている。

（3）本県の地形、地質
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【構造線と地質帯】



　本県は瀬戸内海に面し、全体として気候は
温和である。県南部の豊後水道沿岸は、黒潮
の影響で温暖湿潤、亜熱帯性植物も生育する。
県北部の周防灘から別府湾岸は、夏の天気が
よく夕立も少ない。内陸山地は、高度が上が
るにつれて気温が下がり、降水量も増す。
（右上図参照）
　本県の年平均降雨量は平野部で1,500 ～
2,000㎜、山間部で2,000 ～ 3,000㎜程度で
あり、梅雨期から秋口の台風時期に降雨が集
中する。年間の降水量と冬の天候とによって、
大分県の気候は次の四つに分けることができ
る。（右下図参照）
（a）瀬戸内型（I）
　県北部（中津平野から国東半島にかけての
地域）は、降水量が少なく、夏の天気はよい。
冬季には北西季節風の影響を受けて、曇りや
雨（雪）の日が多い。
（b）瀬戸内型（II）
　大分市を中心とする大分川や大野川の下流
域は、降水量が少なく、冬も晴れる日が多い。
（C）太平洋沿岸型
　津久見市より南の一帯は、台風による雨量が
多い。冬は天気がよく、沿岸部は温暖である。
（d）内陸山地型
　県西部（くじゅう連山を中心とする山地の
一帯）は降水量が多い。夏は時々夕立がある。
冬は曇りがちで、積雪もある。

（4）本県の気候

【大分県の年平均降水量分布（ミリ）】

【大分県の気候区分】

【大分県内各市町村別の森林地帯における傾斜地分布】

　県内の森林の傾斜区分は、下図のとおりであり、県下全域では緩・中傾斜（0～ 30°）が約70％を
占め、急傾斜地（30～ 35°）は約10％、急峻地（35°～）が約20％を占めている。
　市町村別に見ると佐伯市、津久見市は、急傾斜地、急峻地の占める割合が高いことがわかる。
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（5）本県の林野土壌
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【大分県における黒色土の分布図】

　本県における林野の土壌の多くが、褐色森林土であり、その占有率は79.6%に達する。
　また、第四紀以降における活発な火山活動による火山灰の降下被覆の影響で、黒色土とこれに類す
る土壌が比較的広く分布している。この火山灰に由来する黒色土は、県下民有林野面積の18.1%にあ
たる７万ha強を示している。
　この褐色森林土と黒色土とで本県の林野土壌は、ほぼ構成されている。
　このほか、古土壌である赤色土、石灰岩に由来する暗赤色土、海岸砂地等を中心にみられる未熟土
などの土壌が出現するが、分布率としてはわずかである。主な土壌の特徴と分布範囲は次のとおりで
ある。

【褐色森林土】
　標式的な褐色森林土（赤色系・黄色系を除く）は、県中央部の火山岩山地を除いて、県下くまなく
分布しその占有率は74.2%に達する。ただ地域によって出現傾向に差異があり、県北、国東半島、
大野川上中流域などは、乾性傾向のつよいBc、BD（d）型といった土壌が主となり、津江山地、英彦
山・津民山地、祖母・傾山を中心とする南部山地などでは、降水量に恵まれていることもあって、適
潤性のBD型の土壌の分布が広く、スギの適地を形成している。

【黒色土】
　黒色土は、九重山群を中心に分布する火山灰を母材とする土壌である。その面積は、褐色森林土に
次いで広く、面積にして７万２千ha程度、分布率にして18.1%を占有する。
　久住、由布、万年山といった山地
のほか、面積的にまとまって分布
している区域は、国東半島・両子山
の南麓部、旧下毛郡と旧宇佐郡境の
鹿嵐山一帯、旧山国町の中摩殿畑山
周辺、旧前津江村の椿ケ鼻一帯、旧
上津江村の尾ノ岳周辺、旧荻町の一
帯、霊山山系の稜線部、大分市背後
の九六位山周辺、旧大野町の田中を
中心とする丘陵地などである。

【赤色土・暗赤色土】
　赤色土は、旧武蔵町の一部に認め
られ、その出現面積は、きわめて少
なく、全県下で81ha（分布率は
0.02%）となっている。
　暗赤色土は、津久見市周辺部から
八戸高原、風連鍾乳洞と続く山地に
主として出現している。分布率は、
0.4%である。

資料：大分県林業試験場「大分県の林野土壌」（1978）



【大分県民有林における出現土壌と第１適木面積】

【大分県GIS版適地適木図】

資料：農林水産研究指導センター林業研究部「大分県の林野土壌」

凡例

拡大図

　本県の土壌区分により、農林
水産研究指導センター林業研究
部では適地適木の研究がなさ
れ、スギ、ヒノキ、マツ、クヌ
ギ、その他、適木無しの６区分
により、適地適木の判定を行っ
ている。
　県下全域の比率は右表のとお
りで、林野面積の約8割がスギ、
ヒノキ、クヌギの適地とされて
いる。
　なお、本県の森林GISシステ
ムには、この研究を利用した適
地適木図が掲載されており、具
体的な場所における適木の判定
が可能となっている。
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　本県の潜在自然植生はこれまで述べてきた気候的要因や土地的要因を反映して、６地域に大別され、
それぞれ特有の地域性が見受けられる。（図−1）
　また標高によっても植生の特性が見受けられる。（図−2）

【主な潜在自然植生】（スギ・ヒノキの植林地を除く）
（A−Ⅰ）非火山地帯・太平洋型気候域
　①沿岸部の低地や台地：「タブ林・スダジイ林」　②内陸部の低地：「コジイ林」　③丘陵帯の上部：
「ウラジロガシ林・アカガシ林」　④石灰岩地帯：「アラカシ林」　⑤丘陵帯から低山地帯の尾根部：
「アカマツ林」

（A−Ⅱ）非火山地帯・山地型気候域
　①丘陵帯の低地：「コジイ林・スダジイ林・イチイガシ林」　②丘陵帯上部：「ウラジロガシ林・ア
カガシ林」　③低山地帯：「モミ林・ツガ林・シオジ林」　④丘陵帯から低山地帯の尾根部：「アカマ
ツ林」　⑤山地帯：「ブナ林・ヒメコマツ林」

（B1−Ⅰa）旧火山地帯・準日本海型気候域
　①沿岸部：「スダジイ林」　②内陸部：「コジイ林・イチイガシ林」　③尾根部：「アカマツ林」

（B1-Ⅰb）旧火山地帯・内海型気候域
　①沿岸部：「タブ林・スダジイ林」　②尾根部：「アカマツ林」

（B1−Ⅱ）旧火山地帯・山地型気候域
　①丘陵帯の低地：「コジイ林・スダジイ林・アラカシ林」　②丘陵帯上部：「コナラ林・ウラジロガ
シ林・アカガシ林」　③低山地帯：「モミ林・ツガ林・シオジ林」　④丘陵帯の尾根部：「アカマツ林」
⑤山地帯：「ブナ林」

（6）本県の潜在自然植生
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【図－1　大分県の植生概念図】

資料：大分県植物誌刊行会「新版大分県の植物誌（1989）」より
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（B2−Ⅱ）新火山地帯・山地型気候域
　①丘陵帯の低地：「アラカシ林・クヌギ林」　②丘陵帯上部：「コナラ林・アカガシ林」　③低山
地帯：「クマシデ林・ミズナラ林」　④丘陵帯から低山地帯の尾根部：「アカマツ林」　⑤山地
帯：「ブナ林・コミネカエデ林」

区分 樹種 気候条件 樹種特性
モミ 冷温帯下部・暖温帯 深根性・陰樹・土壌の深い適潤地を好む・陰樹

アカマツ 冷温帯・暖温帯 深根性・陽樹・せき悪地の尾根に耐える

冷温帯・暖温帯 陰樹・土壌の浅い尾根筋や岩場に生育

スギ 冷温帯・暖温帯 深根性・陽樹・土壌の深い肥沃な適潤地を好む

ヒノキ 冷温帯・暖温帯 浅根性・陰樹・土壌の乾燥と酸性化に耐える

ブナ 冷温帯 浅根性・陰樹・緩傾斜で肥沃な土壌を好む

ケヤキ 冷温帯・暖温帯 浅根性・陽樹・沢沿いの肥沃な適潤地を好む

コナラ 冷温帯下部・暖温帯 深根性・陽樹・尾根などの乾燥地にも耐える

クヌギ 暖温帯 深根性・陽樹・尾根などの乾燥地にも耐える

アカガシ 暖温帯上部 深根性・陰樹・比較的標高の高い地域に生育

アラカシ 暖温帯 深根性・陰樹・日向を好む。萌芽更新が容易

ウラジロガシ 暖温帯 深根性・陰樹・急傾斜の斜面に生育

イチイガシ 暖温帯 深根性・陰樹・土壌の深い適潤地での生育が良好

コジイ 暖温帯 浅根性・半陰樹・内陸部の土壌の深い場所に生育

スダジイ 暖温帯 やや深根性・陰樹・尾根、急傾斜地等の乾燥に耐える

【主な樹木の特性】※暖温帯「温量指数85～ 180」、冷温帯「温量指数45～ 85」

資料：（社）全国林業改良普及協会「林業技術ハンドブック（1998）」より

【図－2　大分県の垂直植生帯模式図】

資料：大分県植物誌刊行会「新版大分県の植物誌（1989）」より

ツガ（トガ）
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［現況］
　本県の人工林は233,922haで、その内訳はスギ65％、ヒノキ28％、シイタケ原木用のクヌギ・ナラ
林が４％を占めている。
　これらの多くが戦後の拡大造林の時期に植栽されており、主伐時期を迎えた46年生以上の民有林の
スギ・ヒノキ人工林の面積は、約10万ha（全体の約51％）にのぼり、前回の策定時から2万4千ha（全
体の占める割合も12%）増加し、51年～ 55年生前後をピークとした著しく偏った林齢構成となって
いる。
　県内の利用時期を迎えたスギ・ヒノキの人工林の多くは、標準的な伐期（35年生以上）での皆伐を
目的に植栽（3,000本/ha）されたが、間伐等の施業の遅れから樹冠長率が低いため風に弱く、長伐
期（標準伐期の２倍程度）に向かない森林が多くなっている（下図参照）。

［課題］
　自然災害や病虫害のリスク軽減、木材生産機能等の持続的な発揮の観点から、偏ったスギ・ヒノキ
の人工林の齢級構成を平準化するとともに、将来の需要ニーズに対応できる多様な林齢からなる森林
資源の造成を目指す必要がある。
　そこで、樹冠長率が高く長伐期移行が可能な人工林については「長伐期化」も視野に入れるととも
に、樹冠長率が低く長伐期移行が困難な人工林については「皆伐・再造林」により、次の世代の新たな
森林づくりを進めていく必要がある。

3 本県の森林の現状と課題

（1）収穫期を迎えた人工林資源
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資料：「平成27年度大分県林業統計」

長伐期に向かない樹冠長率の低い森林

【大分県の民有林のスギ・ヒノキの齢級別面積】



無秩序に皆伐された伐採跡地

手入れ不足の人工林

［現況］
　現在、成林しているスギ・ヒノキの人工林の中には、拡大造林施策により適地適木を考慮せず成長
の悪い尾根部等にまで植林されたものもある。
　近年は、木質バイオマス等の木材需要が高まっているものの、これまでの材価低迷は林業経営を
圧迫し、皆伐後に再造林を行わずそのまま放置する再造林放棄地や、間伐等の手入れを十分しないまま
管理を放棄する管理放棄森林が、依然として散見される。また、所有者や境界が不明な森林も増加の
傾向にある。
　特に、管理放棄森林では、林分がうっ閉し、樹冠や根系の未発達な下層植生の少ない状態となり、
土砂の流出や病虫害が発生するなど、森林の持つ公益的機能の低下が懸念される不健全な森林となっ
ている。
　また、高性能林業機械で素材生産を行う際に、コストを優先するあまり、林地崩壊の原因となる無
秩序な皆伐等を実施している事例も見受けられる。

［課題］
　尾根部や急傾斜地等の木材生産に適さない
地域にまで植林された人工林については、針
広混交林化等により公益的機能を重視した森
林への転換を図る必要がある。
　木材価格が下落し、伐採、植栽、保育など、
これまでの育林施業が円滑に行われず、管理
されない森林や主伐の拡大に伴う再造林放棄
地の増加が懸念されることから、主伐・再
造林の一貫作業システムの普及や造林から保
育にかかる経費を省力化する低コスト育林技
術の確立が急務となっている。
　また、手入れの行き届かない所有者不明森
林等の拡大を防止するため、所有者や境界が
不明な森林なども整備を可能とする制度の
創設が必要である。
　加えて、素材生産現場においては、森林の
公益的機能の低下を招かないように作業を行
う意欲と能力のある林業事業体の育成が急務
である。

（2）適切に管理されない人工林の顕在化
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［現況］
　シカによる新芽の食害で成林が困難となったり、樹
幹の剥皮害で立木が利用できなくなるなど、シカ被害
は、森林所有者の林業経営に対する意欲を低下させる
１つの要因となっている。
　シカ被害は人工林以外のクヌギ等の天然林にも及ん
でおり、立木の被害にとどまらず下層植生の食害によ
る裸地化や、表土かく乱等による土砂の流出、希少
植物への食害の影響も懸念されている。
　生息密度は、県南地域では大きく減っているもの
の、国東半島や北西部地域は、依然として高い状況に
ある。本県の林業被害額は、近年、年間3,500万円
程度であり、平成28年には大きく減少したものの、
依然被害は深刻である。

［課題］
　県内のほとんどの地域で発生し、問題となっている
シカ被害の軽減を図るためシカ被害防止用のネット柵
や幼齢木保護資材等の被害防止対策を進める必要が
あり、負担の大きい被害防止対策のコスト低減を図る
必要がある。
　併せて、銃やワナ等による捕獲圧の強化を図ると
ともに、「生息密度調査の精度向上」、「県域を越えて
の生息密度分布図及び捕獲実績報告情報の共有化」、
「生息密度分布図に応じた捕獲・試験等の実施」等、
効果的な獣害対策のための情報共有体制の構築を図る
必要がある。

（3）深刻なシカ被害

第
２
章

資料：「第二種特定鳥獣（ニホンジカ）管理計画」

シカの食害

シカの剥皮害

【大分県のシカ生息密度】

2010 2015

【シカの林業被害額の推移】

資料：「大分県農林水産部調査資料」
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［現況］
　里地里山は、農業や林業の生産の場としての役割
を果たすほか、多くの希少種の生息・生育域として、
生物多様性を維持するうえで重要な機能を果たして
きた。
　近年、里山林での薪炭材の活用や竹材の活用が減少
し、広葉樹二次林や竹林が整備・管理されなくなり、
里山特有の動植物が減少するなど、生物多様性の保全
等の公益的機能の低下が危惧されている。
特に竹林は、針葉樹や広葉樹を駆逐し拡大、繁茂を
続けている。
　また、活用・管理されなくなった里山林は、人間活動
の低下を招くとともにイノシシなどの住処や隠れ家に
なるなど獣害被害を誘引し、生活環境の悪化を招いて
いる。

［課題］
　里山林の資源の活用を促進することで、山村の
振興、里山環境の保全を図る必要がある。
　特に集落環境や景観の保全上支障となる荒廃竹林に
ついては、整備・除去を進めるとともに、タケノコや
竹材として活用できる管理竹林への誘導を図っていく
必要がある。

（4）里山林の荒廃

活用されなくなった里山林

手入れされていない竹林内

スギ人工林に侵入している竹林※豊後高田市の事例：モウソウチクが約 5倍に拡大している。

従来からあったモウソウチク 0.46ha
（緑の区域）S55

拡大したモウソウチク 1.69ha（赤の区域）
※以前は広葉樹林であった区域

【竹林の拡大状況】



林地の崩壊状況（H29） 河川に流出した流木の状況（H24）
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［現況］
　本県では、平成２年から５年にかけて大きな
自然災害が連続して発生している。
　これまでの被災状況は、本県の高い森林率や
複雑な地形、脆弱な地質を反映し、集中豪雨に
より林地の崩壊（土石流）が多く発生している。
更に、平成２年、５年、24年、29年の集中豪
雨の際には、河川に流れ出た流木が被害の拡大
を招いている。
　また、平成3年の台風17、19号は、これまで
に経験したことのない強風により、甚大な風倒
木被害をもたらした。こうした風倒木被害は、
その後、平成11年、16年にも発生している。

［課題］
　本県は、複雑な地形と脆弱な地質に加え、梅雨期や台風による降水量も多く、土砂災害などが発生
する危険性が高い地域である。また、近年では記録的な豪雨等による被害も多くなっていることから、
山地災害や流木被害等を軽減する「災害に強い森林づくり」の整備が急務となっている。

（5）多発する自然災害
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【年次別被害額の推移】

【近年の主な災害歴】
年次 災害の状況

H 2 梅雨期の集中豪雨により、竹田市を中心に林地崩壊が多数発生した。河川に流れ出た流木が
下流域の被害の拡大を招いた。

H 3 台風17･19号の猛烈な強風により、県北西部を中心に未曾有の風倒木被害が発生した。

H 5 梅雨期及び台風13号の集中豪雨により、県北西部を中心に林地崩壊が多数発生した。特に
平成3年の風倒木が河川やダムに流出する等、流木被害が多数発生した。

H11 台風18号の強風により、県北西部を中心に風倒木被害が多数発生した。

H16 台風18号の強風により県北西部を中心に風倒木被害が多数発生した。
台風23号の集中豪雨により、県中西部を中心に林地崩壊が多数発生した。

H24 梅雨期の集中豪雨により、竹田市、日田市、中津市を中心に林地崩壊が多数発生した。特に
竹田市では河川に流れ出た流木が下流域の被害の拡大を招いた。

H28 熊本地震及び梅雨前線豪雨により、別府市、由布市、九重町を中心に林地崩壊が発生した。

H29 梅雨期の記録的な集中豪雨により、日田市、中津市を中心に林地崩壊が多数発生した。
台風１８号の集中豪雨により、県南部を中心に林地崩壊が多数発生した。

資料：「大分県調査資料」



4 本県の林業の現状と課題

（1）小規模分散型の森林所有形態

18

第
２
章

【大分県の保有山林規模別の所有者数】［現況］
　保有山林規模別の森林所有者数では１ha未満の
森林所有者が全体数の67％、１～５ha未満の森林
所有者が25％を占めており、５ha未満の割合が
92％と小規模な森林所有者が多い。

［課題］
　森林経営計画による林地の団地化など、小規模
分散的な施業を集約化することが重要である。

資料：「平成27年度大分県林業統計」

［現況］
　スギの製品価格、素材価格（工場着価格）、山元立木価格は、昭和55年をピークに長期的に下落し
ていた。しかし、平成25年以降、好調な住宅需要等を背景に製品価格は上昇し、平成28年は52,200円/
㎥となった。素材価格（工場着価格）も、平成21年の9,100円/㎥を底に上昇し、平成28年は
13,000円/㎥となった。一方、山元立木価格は平成21年の2,548円/㎥を底に、やや上昇したものの、
平成28年は2,804円/㎥であり、依然として低位に推移している。
　ヒノキもスギ同様であり、平成28年の製品価格は78,000円/㎥と上昇したが、素材価格（工場着
価格）は17,400円/㎥、山元立木価格は6,170円/㎥と低位に推移している。

（2）低位な山元立木価格

【製品価格・素材価格・山元立木価格の推移】（全国）

スギ ヒノキ

注：製品価格は、正角（105×105、長さ3.65～4.00m）の価格
　　素材価格は、中丸太（径14～22㎝、長さ3.65～4.00m）の価格
　　山元立木価格は全国平均山元立木価格

資料：「農林水産省統計木材需給報告書」
　　　「山林素地及び山元立木価格調」
　　　（一般財団法人日本不動産研究所）
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　県内の状況は、平成28年の大分県木連市場におけるスギ（KD）製品価格は、10年前に比べやや下
落し46,500円/㎥、ヒノキ（KD）は大きく下落し59,600円/㎥、スギ（KD）と競合関係にあるWW
集成柱は、為替変動の影響による上昇、下落を繰り返したものの、同程度の58,500円/㎥となった。
　県内原木市場におけるスギ平均価格は、10年前に比べ同程度の9,922円/㎥、ヒノキは下落し
13,788円/㎥、大分県平均のスギ山元立木価格は、同程度の2,582円/㎥、ヒノキは下落し5,217円/
㎥となった。

［課題］
　森林資源の充実に伴い木材需要量、素材生産量とも増加しているが、県内の製品価格は下落傾向に
ある。そこで、需要拡大による木材価格の底上げ策と生産・流通・加工の各段階でのコスト削減策を
図ることで森林所有者の所得を確保し、持続的な林業経営が可能となる基盤を整備する必要がある。

19

第
２
章

10,054 9,922 

17,876 

13,788 

2,486 2,582 

8,941 

5,217 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H18 H20 H22 H24 H26 H28

スギ原木市場価格 ヒノキ原木市場価格
スギ山元立木価格 ヒノキ山元立木価格

50,700 46,500 

81,300 

59,600 
58,600 58,500 

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H18 H20 H22 H24 H26 H28
スギ

WW集成柱

【大分県木連市場における製品価格の推移】 【大分県内原木市場価格と山元立木価格の推移】

資料：林産振興室調べ

（円/㎥） （円/㎥）

ヒノキ
スギ（KD）
ヒノキ（KD）

注：スギ、ヒノキ製品価格は、正角（105×105、長さ3.0m）大分市場価格
　　WW集成柱は、正角（105×105、長さ3.0m）小倉市場価格

資料：「林産振興室」「山林素地及び山元立木価格調」
　　　（一般財団法人日本不動産研究所）

注：原木市場価格は県内原木市場価格の平均
　　山元立木価格は、大分県平均

［現況］
　林業産出額は187億円（H27）で、その
うち木材生産の比率は59.7％、キノコ類
生産は40.0％、薪炭生産0.3％となって
おり、過去10年間は、ほぼ横ばいで推移し
ている。
　本県で生産された素材（丸太）は近年
増加傾向にあり、平成28年には1,233千㎥
となっている。
　その内、約62％は県内の製材加工施設や
木質バイオマス施設等で利用されている
が、残りは輸送コストの高い県外の製材
工場や合板工場、海外に出荷されている。

（3）林業産出額の伸び悩みと県外需要への依存

資料：「平成27年度大分県林業統計」

【大分県の林業産出額の推移】



資料：「林務管理課調べ」

【大分県の新規林業就業者数の推移】

資料：「林務管理課調べ」
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［課題］
　地域産業に影響の大きい林業産出額の増加を
図るため、木材やしいたけ等の林産物の需要
拡大を図る必要がある。
　山林未利用材を利用する木質バイオマス発電
施設の稼働により、県産材の県内需要は増加し
た。今後は、県内に進出した合板工場との連携
や集成材工場などの立地を進め、Ｂ、Ｃ材の効率
的な流通・加工体制の整備にも取り組む必要が
ある。

［課題］
　新規林業就業者の定着を図るためには、就業
後のフォローアップ研修が重要であると同時
に、機械化による労働強度の低減や各種保険
制度への加入、安全装備の導入、労働災害撲滅に
向けた教育・指導体制の強化など、就業環境の
改善が必要である。
　意欲と能力のある林業経営体などには、長期
施業受託による年間を通した定量的な事業量の
確保や機械化、林業従事者の技能向上を推進
する等、大規模経営を可能とする林業のしくみ
づくりを進める必要がある。特に、伐採後の地
拵え経費削減のため、主伐・再造林の一貫作業
等の導入も推進する必要がある。

【素材生産量の推移】
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［現況］
　林業作業員数は、平成17年には1,362人まで減少したが、それ以降は横ばい傾向にあり、平成27年
は1,367人となっている。これは、平成15年度からはじめられた緑の雇用事業などの効果により、近
年の新規就業者が年平均約80名と事業開始以前に比較して大きく増加したことによると思われる。
　皆伐等の森林施業の主要な担い手となる認定林業事業体（県認定）は、平成28年度に84事業体、
うち年間の素材（丸太）生産量が1万㎥以上の中核的事業体も24事業体といずれも増加している。
一方、植栽や下刈り等を行う造林作業員は減少し、主伐（皆伐）の増加に伴う再造林の確実な実行が
危惧されている。
　また、平成28年次の県内の林業労働災害発生件数は54件（死亡者4名）で、労働災害の発生度合い
を表す年千人率は31.2と他産業平均の2.2と比較すると著しく高い。

（4）造林作業員の減少と高い労災発生率

(30歳未満割合)単位（人）
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資料：「林務管理課調べ」

【大分県の認定林業事業体と造林作業員の推移】
単位（事業体） （造林作業員数）
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労働災害発生率は全産業の約14倍

資料：厚生労働省「業種別年千人率」（平成28年）
注：千人率、労働者1000人あたり1年間に発生する労働災害に
　　よる死傷者数（休業４日以上）を示したもの。
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図：IPA「教育用画像素材集サイト」http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/より

図：IPA「教育用画像素材集サイト」http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/より

第 3 章　本県が目指す森林の姿

　森林の土壌はスポンジのように雨水を吸収して
一時的に蓄え、徐々に河川へ送り出すことにより
渇水や洪水を緩和するとともに、水質を浄化して
いる。

　私たちの暮らしに様々な恩恵を与えてくれる森林の働きを、森林の持つ「多面的
機能」という。また、「多面的機能」のうち「木材等生産機能」を除いたものを、
森林の持つ「公益的機能」と呼んでいる。森林の持つ主要な機能としては、次に示す
とおりである。

１ 森林の持つ多面的機能

（1）水資源を蓄える働き（水源涵養機能）

　健全な森林は、表土が下草、低木等の植生や落葉
落枝により覆われて、雨水等による土壌の浸食や
流出を防いでいる。また、地中に張り巡らされた
樹木の根は土砂や岩石等を固定して、土砂の崩壊
を防いでいる。

（2）山地災害を防止する働き（山地災害防止／土壌保全機能）

　森林は蒸発散作用により日較差の緩和や夏の気温を下げ、冬の気温を上昇させるなど身近な気候を
緩和・調節し、また防風や防音、樹木の樹冠による汚染物質の吸着等、生活環境を快適にする効果が
ある。

（4）快適な環境を形成する働き（快適環境形成機能）

　樹木は、光合成によって地球温暖化の原因の
一つである大気中の二酸化酸素を吸収し、炭素を
貯蔵する。
　木材は再生可能な資源であるため、伐採した
木材を住宅や家具として利用（貯蔵）し、再び
森林を造成することが、地球温暖化防止に大きく
貢献することになる。

（3）地球温暖化防止に貢献する働き（地球環境保全機能）
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絶滅が危惧される
ヒメユリ

　森林は、森林浴、キャンプ、山登り、自然観察会など休養・レクリエーション、環境教育の場を提供
している。近年では、森林浴が人にもたらす生理的効果について研究が進められており、リラックス
効果をもたらすことや、人の免疫機能が活性化することが科学的に解明されている。

　森林は、新緑や紅葉等四季折々に私たちの目を楽しませてくれる景観を形成するだけでなく、私
たちの文化とも深く関わってきた。森林や森林が成立している山はさまざまな文化の背景・創造の場
となり、また信仰の対象ともなってきた。

（5）保健・レクリエーションの場を提供する働き（保健・レクリエーション機能）

（6）自然景観や歴史的風致を形成する働き（文化機能）

　森林から生産される木材は、住宅や家具のほか、紙、木炭など様々な製品に用いられており、私たち
の豊かな生活を支えている。また、森林からは、しいたけや山菜、たけのこなどの林産物も供給され
ている。

（8）木材等の林産物を供給する働き（木材等生産機能）

　我が国の森林は、遺伝子や生物種、生態
系を保全する機能を持ち、約200種の鳥類、
２万種を超える昆虫類をはじめとする野生
動植物の生息・生育の場となっている。

　近年、農林水産省の調査では、国民の
森林に対する期待は、下図で示すように、

「災害防止」、「地球温暖化防止」、「水源
涵養」などが上位になっており、環境保全
への要請が高まっている。
　また、近年の大きな変化は、昭和55年
から下がり続けていた住宅用資材などの

「木材生産」に対する期待が、再び上昇し
てきていることである。これは、国産材の
自給率上昇という形で現われている。

（7）多様な生物の生息の場としての働き（生物多様性保全機能）

2 森林へのニーズの変化
【国民の森林に期待する動き】

資料：農林水産省「森林資源の循環利用に関する意識意向調査」

1

順位

S55
（1980）

S61
（86）

H5
（93）

H11
（99）

H15
（2003）

H19
（07）

H23
（11）

H27
（15）

2

3

4

5

6

7

8

9

災害防止

温暖化防止

水資源の涵養

木材生産

野外教育

保健休養

大気浄化・
騒音緩和

林産物生産

野生動植物の
生育の場

かん



3 本県の目指す森林のイメージ

（1）「生産林」と「環境林」の考え方
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○生産林（木材等生産機能を重視する森林）
【望ましい姿】
　林木の生育に適した土壌を有し、人工林を主体に
構成され成長量が高い森林がまとまっており、緩・
中傾斜を中心に林道等の基盤施設が適切に整備され
ている等、木材等生産機能を重視する森林

【代表的な目標林型】
　①スギ・ヒノキ・クヌギ等の育成単層林、 ②針葉樹による育成複層林

○環境林（公益的機能を重視する森林）
【望ましい姿】
　下層植生が繁茂し、樹冠や根系が発達し広葉樹等
の多様な樹木等で構成されている森林で、落葉など
の有機物が豊富に供給され、土壌保持力や保水能力、
生物多様性に優れた公益的機能を重視する森林

【代表的な目標林型】
　①広葉樹等による天然生林、②針葉樹・広葉樹に
よる育成複層林

　スギ・ヒノキを可能な限り植栽し、人工林を増やしてきた従来の拡大造林施策を見
直し、木材生産を効率的に行える林地かどうかを判断し、木材等生産機能を重視する
森林を「生産林」、公益的機能を重視する森林を「環境林」に区分し、目的に応じた
森林へ誘導する。

○「生産林」「環境林」の判断基準
区分 判断基準 重視する機能

生産林

・目的樹種の高い成長が期待できる林地（適地適木）
・緩、中傾斜地（30° 以下）が大半を占める林地
・木材資源として団地的なまとまりがある林地
・林内路網が整備された林地、または整備可能な林地

木材等生産機能

環境林

・公益的機能の発揮がより望まれる林地
（自然公園特別保護地区等、河畔林・渓畔林、景勝地等）
・経済性を考慮し、木材等の生産に適さない林地
（尾根、急傾斜地、痩せ地等）

公益的機能



「生産林」「環境林」に区分した50年後の目指す森林の姿を次のようにイメージする。

（2）目指す森林のイメージ

尾根部の広葉樹林

急傾斜地の針広混交林

河川や渓流沿いの広葉樹林

自然公園や保健休養林等の広葉樹林

里山の広葉樹林・竹林

緩・中傾斜地の針葉樹林・広葉樹林

環境林

生産林

河川や渓流沿いの広葉樹林 里山の竹林 緩・中傾斜地の針葉樹林

急傾斜地の針広混交林 尾根の広葉樹林 自然公園の広葉樹林
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4 目指す森林への誘導方針

（1）「生産林」「環境林」の 50 年後の誘導目標
　生産林に適さない人工林の約20％を天然林化し、環境林に誘導する。
　天然林で、厳正に保護すべきものを除き、しいたけ原木やチップ等に活用できる場合は、生産林と
して育成・管理する。
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「生産林」「環境林」とも災害に強い森林を目指す

大分県の民有林
366千ha

大分県の民有林
366千ha

（注）
竹林、無立木地、
更新困難地37千
ha(9%)を除く

人工林
212千ha
（53％）

人工林
212千ha
（53％）

環境林
161千ha

環境林
161千ha

天然林
154千ha
（38%）

天然林
154千ha
（38%）

利用可能な
天然林

35千ha

利用可能な
天然林

35千ha

天然林化
42千ha
天然林化
42千ha

天然林
161千ha
(40%)

天然林
161千ha
(40%)

生産林
205千ha

生産林
205千ha

天然林
35千ha
(９%)

天然林
35千ha
(９%)

人工林
170千ha
(42%)

人工林
170千ha
(42%)

現在
（H22）

50年後
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　現状の人工林を「生産林」と「環境林」へ誘導する主な手順は次のとおりである。

 タイプ１ ：現状で樹冠の発達した健全な人工林の場合

　成長量や育林コスト、需要の動向（必要とされる径級）等を考慮し、適正な時期に皆伐し植栽を
行う循環型施業を行うものとする。
　樹冠の発達した健全な人工林は、今後も肥大成長が見込まれることから、更新にともなう森林の
持つ公益的機能の一時的低下の回避、初期の育林経費の削減を重視する森林は、長伐期林へ誘導する。
　施業方法としては、林分がうっ閉する前に間伐を繰り返し、健全な樹冠を維持させながら伐期を
延ばし、大径木生産を目的として100年生で1ha当たり400本程度の成立本数を目指す。

 タイプ２：現状で樹冠が発達していない不健全な人工林の場合（樹冠長率30％未満を基準とする）

　樹冠が発達していない不健全な30年生以上の人工林については、伐期を迎えて今後の肥大成長が
望めず、長伐期への移行は難しいため、皆伐による更新を行う。更新（第２世代の森林づくり）に
あたっては、疎植造林等により育林コストを低減し、林分がうっ閉する前に早めの間伐を行うなどの
樹冠を発達させる施業を行い、森林の持つ公益的機能を高めるとともに、長伐期誘導も可能な生産林
へ誘導する。
　なお、林齢が30年生以下であれば、早めの間伐を数回繰り返し樹冠の発達した森林（長伐期誘導が
可能な森林）へ誘導する。

（2）「生産林」「環境林」への誘導方法

①　現状が人工林で「生産林」を目指す場合の誘導方法

間伐
（樹冠を発達させる施業）

現状（第 1 世代）

皆伐 保育
（樹冠を発達させ長伐期誘導も可能な施業）

今後（第２世代）

「樹冠の発達した
健全な人工林」

間伐
（樹冠を発達させる施業）

「樹冠の発達していない
不健全な人工林」

植栽
（疎植）

40 50年生

人工林

人工林

40 50年生
※樹冠長率30%以上

※樹冠長率30%未満

50年後
（生産林）

「長伐期化」

「更新」

【現状が人工林で「生産林」を目指す場合のイメージ】



循環型施業のイメージ
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　本県のスギ・ヒノキ人工林の半数以上が主伐期を迎えており、これまでにない充実期にある一方、
若い森林は非常に少ない状況にある。林業を持続的に振興するためには、適期に伐採し収入を得なが
ら、再造林を着実に進め、将来を見据えて資源を育てることが大事である。
　このため、木材需要が旺盛なこの機をとらえ、
林業成長産業化の早期実現に向け木材生産量を
拡大するとともに、若い森林を増やし林齢構成
の平準化を進める循環型施業を推進する必要が
ある。
　この「植える→育てる→収穫する→使う→
植える」という循環型施業のサイクルが持続
されると、森林の適正な整備・保全を続けながら、
木材を再生産することが可能となり、森林の
有する多面的機能を持続的に発揮させること
にもつながる。

【循環型施業の考え方について】

循環型施業林分

資料：林野庁「平成28年度森林・林業白書」
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【長伐期化の考え方について】
　長伐期施業とは、従来の標準的な伐期（35 ～ 50年）に比べ、おおむね２倍に相当する林齢まで森
林を育成し、皆伐（更新）を行う施業をいう。
　本来、長伐期施業をするには、若齢段階から早めの間伐を繰り返し、災害に強い樹冠長率の高い林分
を形成させる必要があるが、木材価格が低迷していることから、本来、標準的な伐期での伐採を予定し
ていた人工林もコストの低減が期待できる長伐期林に誘導し、伐採を見合わせる必要が生じている。
　一方で、本県の人工林の大半が標準的な伐期を
目的としており、樹冠長率が低く長伐期には不
向きな林分が多い現状にある。
　このような長伐期に不向きな林分を、長伐期林
へ誘導すると風害や雪害等の自然災害に弱いばか
りではなく、その後の成長も期待できないこと
から、林業経営の面から損失を受ける可能性が
高い。
　以下長伐期林の特徴や現状人工林を長伐期施業
へ誘導する際の判断フロー図を示す。

樹冠長率の高い林分

【スギの衰退段階（健全度）】 （山家、1978）

[メリット]
①長期的な森林の維持による林地の裸地化の
頻度の低下（公益的機能の維持）
②大径材の生産と歩留まりの向上
③再造林回数の減少による施業コストの低減
④出材コントロール期間の増加

[デメリット]
①主林木の投資資本回収期間の長期化
②被災時の損失の増大

[課 題]

①長期間利用できる路網の整備
②大径材の需要拡大

yes

長伐期に移行した場合、現時点より
益が見込める林分か収

樹木の健全度が高い（4以上）林分か

林齢が３０年未満
の林分か

no

yes

「長伐期林誘導可能森林」「長伐期林誘導可能森林」

no

no

スタート

樹冠長率が３０％以上の林分か

no

yes

yes

長伐期林のイメージ スギ・ヒノキの長伐期施業の判断フロー図

資料：（社）全国林業改良普及協会「林業技術ハンドブック（1998）」
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　尾根や急傾斜地等地位級が低く生産林として適当でない林地で、間伐等の施業が適正に行われず
樹冠の発達していない不健全な人工林であれば、健全な森林への移行を目的に天然力を活用した天然
生林（環境林）へ誘導する。
　施業方法としては、一度に皆伐すれば森林の持つ公益的機能の著しい低下やススキやツル植物の
繁茂などにより、次の世代の森林造成が速やかに行われないことが懸念されるため、林地の保護等を
目的に抜き伐りにより上層木を一定程度伐採し、自然植生の導入を促進することで、針広混交林化を
図りながら高木性の天然生林に誘導していく。
　その後、自然植生の導入が進み天然生林への誘導が速やかに図れると判断される場合は、上層木の
皆伐や抜き伐りを行う。
　なお、林地の保護等を目的に残す上層木は、雪害や風倒木等の自然災害に合う可能性を低くする
ため、可能な限り樹冠長が長く、幹の太いものを選別する必要がある。

【用語の定義】
「人　工　林」：苗木の植栽や播種など人為によって更新された森林
「天　然　林」：自然状態で種子の落下による発芽、切り株等からの萌芽により更新された森林
　　　　　　　（※天然林は施業方法によって、育成天然林と天然生林に区分される。）

「育成天然林」：天然林のうち、主として人為による施業を実施することで成立、維持されてい
　　　　　　　る森林

「天然生林」：天然林のうち、主として天然力を活用し成立、維持されている森林

②　現状が人工林で「環境林」を目指す場合の誘導方法

50年後
（環境林）

現状（第 1世代） 今後（第２世代）

「樹冠が発達していない
不健全な森林」

抜き伐り
（自然植生導入）

（注）上層木は自然災害に遭う可能性が高い

天然生林

皆伐
（自然植生成長促進）

抜き伐り
（自然植生成長促進）

40 50年生

※樹冠長率30%未満

【現状が人工林で環境林を目指す場合のイメージ】

「針広混交林化」 天然生林

天然生林



【現状が天然林で生産林を目指す場合のイメージ】
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　生産林として適当な林地で、しいたけ原木やチップ等に活用できる天然林（育成天然林・天然生林）
については、皆伐を行い、成長が早く育林コストのかからない萌芽更新を主体とし、育成天然林と
して管理・育成する。
　また、天然生林であっても、施業の集約化が可能な区域等の木材生産機能が高い林地で、路網が
整備され地理的条件に優れているなど、人工林への転換が有利であると判断される林地にあっては、
生産林として周辺と一体となった人工林造成・管理を進める。

③　現状が天然林で「生産林」を目指す場合の誘導方法

【用語の定義】
「樹冠長率」：樹冠の長さを樹高で除した比率
「保　　育」：植栽してから伐採の間、健全な森林の造成を主目的に行う下刈りや間伐などの
　　　　　　施業の総称

「間　　伐」：育成過程の林分で、林木の利用価値の向上と森林の有する諸機能の維持増進を
　　　　　　図るため、目的とする樹木の密度を調節する伐採のことをいい、一般的に除伐後、
　　　　　　主伐までの間に育成目的に応じて間断的に行われる施業

「抜き伐り」：木材利用を主目的とせず、更新を主な目的として、林分内の樹木を数年～数十年
　　　　　　毎に計画的に繰り返し伐採する施業。主として人工林を天然林に更新する場合に
　　　　　　用いる。

「萌芽更新」：伐採後の広葉樹の株から発生した芽を成長させて更新する方法
「育成天然林施業」：天然林に間伐などの人為による施業を加え森林を維持造成する施業
「天然生林施業」：天然林のうち、主として天然力を活用することによって森林を維持造成する
　　　　　　　　施業

50年後
（生産林）

現状（第 1世代）

皆伐 保育
（樹冠を発達させ長伐期誘導も可能な施業）

「育成天然林施業」
今後（第２世代）

植栽
（疎植）

人工林

育成天然林

天然生林

育成天然林

※施業の集約化が可能な区域等で、人工林に
した方が生産効率が良い場合に適用する。

皆伐 萌芽更新 保育

「人工林化※」



【現在の大分県の民有林のスギ・ヒノキの齢級別面積（2010）】

【50年後の大分県の民有林のスギ・ヒノキの齢級別面積】
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　下の図は、50年後の県内のスギ・ヒノキの民有人工林の齢級移行のシミュレーションである。
　将来予測に当たっては、年間1,300haの「皆伐・再造林」と840haの「抜き伐り等による天然生林
誘導」を、今後50年間一律に実施するものと仮定し試算を行ったものである。

　このように標準伐期に達した人工林のうち、長伐期に適さない人工林を一定程度皆伐し、再造林を
的確に行うことにより、幼齢林から100年生を超える高齢林まで平準化された階層豊かな人工林が
形成されることになる。

（3）スギ・ヒノキ林の将来の資源状況の予測

「総面積15万７千ha」
「うち71年生以上の高齢級林7万５千ha」

「総面積１９万７千ha」
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【取組事例】

県営林における針広混交林への誘導　～長期育成循環林施業試験地の研究成果～
（大分県　森林整備室）

　針葉樹人工林において、抜き切りを繰り返し資源を利用しながら、下層木を導入・育成する
ことで、森林の有する多面的機能の維持増進を図る「長期育成循環林施業」は造成事例は少なく、
その効果も十分に明らかではありませんでした。
　このため、九州大学農学研究院と連携を図り県営林の中にモデル団地を設定し、平成18年度から
列状間伐や帯状択伐などの施業を行い、伐採幅や伐採後経過年数、保残木の樹種等が伐採跡地の
自然植生の導入本数、樹高にどのような影響を及ぼすのかを11年間調査してきました。
　これまでの調査・研究によると、２列以上の
帯状択伐では、伐採後早い段階にアカメガシワ
などの先駆性樹種が、その後は、カシ類などの
高木生樹種が優占する林型となり、本数、樹高
ともに十分な自然植生の導入が図られるとの結
果を得ています。
　現状が人工林で「環境林」を目指す場合や、
針広混交林を目指す県民有林における有効な施
業として、この研究の成果を活用していくこと
としています。

県営林内「長期育成循環林モデル団地」

伐採の届出等に係るフロー図（法改正後）

造林報告の義務化（H29.4～）の周知徹底　～伐採後の再造林の確保～
（大分県　林務管理課）

　平成28年度の森林法改正により、平成29年
４月以降の「伐採及び伐採後の造林の届出
書」の伐採箇所について、その後の伐採や
伐採後の造林に係る森林の状況報告が義務
づけられました。
　この制度によって、行政が伐採後の森林の
状況を把握しやすくなり、指導・監督を通じ
た再造林の確保が期せるようになります。
　大分県では、本制度の周知徹底を図る
ため、伐採の届出等の際に、制度の存在に
加え、造林の方法に要件があること、造林
方法の選択の参考となる考え方等の事項を
まとめた注意事項書を添付してもらうよう
運用を開始しました。
　この取組を通じて、森林所有者等の伐採
後の再造林や造林方法への意識の高まりを
期待します。



疎植

長伐期林

早めの間伐

大規模集約的な施業

広葉樹

針葉樹

緩・中傾斜地

適地適木

通年利用できる
路網の整備

【生産林のイメージ】

第 4章　目指す森林の姿に応じた施業・管理方法
１ 「生産林」の施業・管理方法
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　生産林は、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確保
し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐等を推進する
とともに、施業の集約化や機械化を通じた効率的な整備を推進することを基本とする。
　特にスギ・ヒノキの人工林では、本格的な利用が可能となる森林が急増することから、公益的機能
の維持増進に配慮しつつ、木材需要に弾力的に対応できるよう、間伐等の適切な実施や疎植等による
適確な更新、長伐期化等を計画的に推進することとする。
　また、しいたけ原木の安定的供給を確保するため、天然林においてもクヌギ等からなる育成単層林
への誘導や、それを維持する施業を積極的に推進することとする。
　今後、木材等の生産を目的として森林を管理する場合、成長量だけでなく採算性も考慮し、作業
効率の良い緩・中傾斜地（0～30°）を中心に施業を集約化し、通年利用できる路網の整備や高性能
林業機械による作業システムを考慮した路網の配置等、施業の省力化を可能とする森林づくりを推進
することとする。
　なお、路網整備に当たっては、地域の地質や気象条件などに留意した壊れにくい道づくりを推進
することとする。

（1）基本的な考え方

木材生産機能の高い森林
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　生産林における施業の中心となる人工林の施業種は「地拵え」、「植栽」、「下刈り」、「つる切り」、
「除伐」、「保育（切捨）間伐」、「利用（搬出）間伐」、「択伐（抜き伐り）」、「皆伐」に区分される。
以下施業種毎に具体的な施業の方法を記述する。

③　シカによる食害等の防止対策
  植栽木の食害を防止するため、シカが生息する地域にあっては、植林と合わせ食害防止資材の設置
を促進する。

（2）人工林施業

地拵え
出展（写真）：IPA「教育用画像素材集サイト」 
http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/ 

①　地拵え
　伐採木及び枝条等が植栽や保育施業の支障と
ならないように整理するとともに、林地の保全に
配慮するものとする。
　なお、今後は高性能林業機械を活用した「全木
集材」（伐採木を枝葉ごと集材する方法）による
皆伐と地拵えの一体的な施業により省力化を図る
こととする。

②　植栽
　植栽する樹種については、適地適木を基本とし
て、地域における造林種苗の需給動向、樹種又は
品種の特性、施業技術及び木材の利用状況、気候、
地形、土壌等の自然的条件等を考慮し選定する
ものとする。
  対象樹種はスギ、ヒノキ、クヌギ及び高木性の
広葉樹を主体に選定するものとする。
　特に、スギは、品種により成長特性や材質特性
が大きく異なることから、DNA鑑定等による品種
の明らかな苗木を植栽地の条件や生産目標に応じ
て植栽することとする。
　また、広葉樹造林に伴う樹種の選定ついては、
適地の判定を綿密に行うとともに、周囲の自然
環境に与える影響についても十分考慮するものと
する。
　植裁本数は、生産目標や森林の多面的機能の
維持増進等を考慮するとともに、植栽地の状況
を踏まえ、単木の成長促進や育林コストの低減
等を図る観点から、植栽本数を少なくする「疎
植造林」を推進する。
　植え付けの際は、気候条件等を勘案して植え付
け方法を定め、適期に植え付けるものとする。　 
　特に、伐採後に適正な更新が行われていない
伐採跡地については、植栽等により、その早急な
更新を図るものとする。

植　栽
出展（写真）：IPA「教育用画像素材集サイト」 
http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/ 

疎植造林地（2,000本/ha）



下刈り

つる切り

除伐

保育（切捨）間伐

出展（写真）：IPA「教育用画像素材集サイト」 
http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/ 
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④　下刈り
　下刈りは、目的樹種の成長を阻害する草本植物等を
除去し、目的樹種の健全な育成を図るために行うもの
とし、植栽本数・局所気候・植生の繁茂状況等に応じ
て適切な時期、回数及び施業方法を選定することと
する。
　また、施業の省力化を図るため、下刈り期間の見直
しや１年毎に下刈りを行う隔年下刈り、筋刈、坪刈の
施業方法についても導入を推進することとする。

⑤　つる切り
　つる切りは、つる類の繁茂状況に応じて適切な時期
に行うこととする。一般的には、つる切りは貯蔵養分
の最も少なくなる7月頃が適期であり、下刈りや除伐
と併せて実施する。
　つる類は多年生であるものが多く、目的樹種を枯死
させたり、形状を著しく損なう場合が多いことから、
建築用材を目的とした森林造成の場合、つる切りを
適切に行う必要がある。

⑥　除伐
　除伐は、下刈りの終了後、林分がうっ閉する前の森
林において、目的樹種の成長を阻害する樹木等を除去
し、目的樹種の健全な成長を図るために行うものと
し、森林の状況に応じて適時適切に行うこととする。
　なお、目的外樹種であってもその生育状況や将来の
利用価値を勘案し、有用なものは、保残し育成する
こととする。

⑦　保育（切捨）間伐
　保育間伐（切捨間伐）とは、樹木の成長促進を主な
目的とした施業で、収穫を伴わない保育的な間伐と
する。
　時期については、樹冠長率の維持を図る観点から、
林分がうっ閉する前に行うことが望ましく、樹冠疎密
度が10分の８程度に達したときに間伐を実施するこ
ととする。
　地勢、気候及び林況から森林の健全な育成に配慮
し、強度の疎開をさけて決定することとし、本数率で
10 ～ 30％を目途とすることとする。
　ただし、保安林等の制限林にあっては、指定施業要件
として定められた間伐率の範囲内で行うこととする。
　なお、スギ、ヒノキの人工林であれば、相対幹距比
を17 ～ 20％の範囲で管理するのが適切であるとされ
ている。
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⑧　利用（搬出）間伐
　利用（搬出）間伐は、樹木の成長促進と収穫を
目的とした施業で、木材生産を伴う間伐とする。
　時期については、樹冠長率の維持を図る観点から、
林分がうっ閉する前に行うことが望ましく、本数率
で20から40％を（ただし材積率で35％以下）を目途
とし、伐採後、一定期間内に林分がうっ閉するよう
行うものとする。
　なお、効率的な木材生産を行う観点から、機械化
による列状間伐等を推進する。
　ただし、保安林等の制限林にあっては指定施業
要件として定められた間伐率の範囲内で行うこととする。

⑨　択伐（抜き伐り）
　択伐（抜き伐り）については、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構造と
なるよう、一定の立木材積を維持するものとし、適切な伐採率によることとする。
　伐採に当たっては単木・帯状又は群状を単位として、伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行う
ものとする。

⑩　皆伐
　皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然的
条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、一箇所
あたりの伐採面積が20haを超えない規模とし、適切
な伐採区域の形状及び伐採区域のモザイク的配置に
配慮し、適確な更新を図ることとする。特に、林地
の保全、土石流や落石の防止、各種気象災害の防止
及び景観等風致の維持、渓流周辺及び尾根筋等の森
林における生物多様性の保全等のために必要がある
場合は、概ね幅20m以上の保護樹林帯等を設ける
ものとする。
　高性能林業機械等を用いた伐採を行う場合には、
伐木・造材・運材作業に伴う林地の荒廃を招かない
よう配慮するものとする。特に、皆伐による土壌攪乱の低減を図るには架線系機械による集材が望ま
しく、路網開設が困難で崩壊の恐れのある急傾斜地等においては、タワーヤーダ等の架線系集材機の
積極的な活用を図る。
　なお、やむを得ず林地荒廃が発生した場合は速やかに土砂の流出防止等の措置を講じるとともに、
人工植栽などにより森林の早期回復を図るものとする。
　伐木・造材作業で生じた枝条や根株等の林地残材が落下・流出しないよう必要な措置を講じるもの
とする。
　皆伐の時期については、地域森林計画に定める標準伐期齢以上とし、森林の公益的機能の維持増進
や地域の森林の構成等に配慮し、木材等資源の効率的な循環利用や生産目標に応じた林齢で伐採する
ものとする。

高性能林業機械による搬出間伐

適正に皆伐された後の再造林地



【取組事例】

スギ推奨品種さし木苗の増産に関する研究　～苗木自給率向上に向けて～
（大分県　農林水産研究指導センター林業研究部 )

ミニ穂の成長量調査（H28年4月、試験場内）

胸高断面積管理を行っているスギ人工林

胸高断面積の管理の目安

新たな間伐技術の取組　～胸高断面積管理による森林管理の手法（後藤國利氏）～
（大分県　林務管理課）
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　大分県農林水産研究指導センター林業研究部
では、主伐面積の増加に伴うスギの苗木不足に
対応するため、平成27年度よりさし木での苗木
増産技術の開発に取り組んでいます。
　この研究では県の推奨品種を対象に、通常よ
りも小さな穂木（ミニ穂）の活用や、樹形タイプ
に合った採穂台木の仕立て方（低台、中台、高
台等）の調査といった視点から、台木から採れ
る優良な穂木の増産を図っています。
　この研究の成果として、県内での苗木生産の
増加による自給率の向上が期待されています。

　臼杵市の林業家である後藤國利氏は、１ha
あたり胸高断面積の合計値により森林の健全
度を把握し、管理していく「胸高断面積管理」
という新しい森林管理の手法を提唱してい
ます。
　現在、全国で間伐の手遅れにより森林機能
が低下し、災害の発生する危険性が高くなっ
ている人工林が問題となっていますが、後藤
さんの所有山林では、１haあたり胸高断面積
の合計値が一定値を超えないように管理して
いくことで、常に林内に光が射し込む状態と
なり、下層植生の発達した林分となるような
森林の造成を行っています。従来の収量比数
等による森林の管理に比べ簡易に自分の山林
の状態が判断できることが特徴です。
　このように適切に管理された後藤氏の人工
林は、下層植生が繁茂し、樹冠の発達した
公益的機能が高い森林となっており、次世代
林業のモデル林にもなっています。
　また、「土砂流出防止機能の高い森づくり指
針（H27.３林野庁）」にも胸高断面積管理の
考え方が記載されています。

1haあたり
断面積 共生健全度

45㎡以下 健全共生林

45 60㎡ 健全成長林

60 70㎡ 要注意共生林
間伐必要期

70 80㎡ 共生不全林
土壌流出林

80㎡以上 環境破壊林
線香林造成中
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　生産林におけるしいたけ原木等の育成天然林の施業種は「天然更新」、「下刈り」、「つる切り」、「除伐」、
「保育（切捨）間伐」、「利用（搬出）間伐」、「択伐（抜き伐り）」、「皆伐」に大別される。以下施業種
毎に具体的な施業の方法を記述する。
　なお、「天然更新」以外の施業については、人工林施業に準じることとする。

①　天然更新
　天然更新については、気候、地形、土壌等の自然的
条件、施業技術体系等からみて、主として天然力の
活用により適確な更新が図られる森林において行うこ
ととし、その方法は、天然下種更新と萌芽更新とする。
　更新の時期は、広葉樹の伐採後に天然更新を行う
場合は、萌芽等により更新を促進するため、伐区の形
状、母樹の保存等について配慮し、概ね10月から
３月の間に伐採するものとする。
　更新樹種は、森林の有する公益的機能の維持増進や
木材生産等の機能増進、木材需要等を考慮し、クヌギ
等の成長が期待できる高木性の有用広葉樹とする。
　期待成立本数は、10,000本／ha以上を基準として、伐採跡地の気象、その他自然条件、立地条件、
既存の更新方法等を勘案して定めるものとする。
　天然更新の完了基準は、定められた更新期間内での立木度※が３以上の場合とする。
　　※立木度＝林分の更新対象樹種成立本数÷当該林分の林齢に相当する期待成立本数×10　
　天然更新により森林の造成を図るものは、必要により地表処理、刈出し、植込み及び萌芽整理等の
更新補助作業を実施するものとする。
　ａ　地表処理については、ササや粗腐植の堆積等により天然下種更新が阻害されている箇所におい
　　　て、かき起こし、枝条整理等の施業を行う。
　ｂ　刈出しについては、ササなどの下層植生により天然稚樹の生育が阻害されている箇所について
　　　行う。
　ｃ　クヌギの萌芽更新については、萌芽の優劣の差が出てきた２～５年目頃、１株あたりの仕立て
　　　本数は２～３本を目安として萌芽整理を行い、更新が不十分な箇所には補植を行うこととする。

　

（3）育成天然林施業

萌芽更新されたクヌギ林

皆伐

萌芽更新

下刈り

※萌芽整理・補植※防護柵設置

※必要により実施

【萌芽更新施業のサイクル】



2 「環境林」の施業・管理方法

　「環境林」の施業・管理方法は、森林の持つ
公益的機能の目的に応じて次のとおりに大別で
きる。

　①自然公園の特別保護地区などの、天然林の
　　保全を目的とした森林は、人為による施業
　　を極力排除する。

　②景勝地などの文化的財産や優れた景観の保
　　全を目的とした森林は、必要最低限の人為
　　による施業を実施する。

　③森林公園などの様々なレクリエーションを
　　目的とした森林は、人と森林とのふれあい
　　の場として適切な管理を実施する。

　④その他の環境林は、必要に応じて路網整備
　　や天然力の活用により、天然生林への誘導
　　を図る。

　なお、具体的な施業については、その目的に
応じて様々であり、本来の目的を達成するた
め、関係機関等との協議を図るなど、事前に
十分な検討が必要である。

【環境林の活用】
　現在、レクリエーションや自然観察会、林業
体験など様々な形で人と森林とのふれあいの場
として、多くの森林が活用されている。これら
の森林は「環境林」として、その目的に応じて
適切に管理していく必要がある。今後もこれら
の森林の活用を通して、森林の重要性を理解し、
積極的に県民総参加の森林づくりを進めていく
必要がある。

黒岳の原生林

名勝耶馬溪

森林公園

自然観察会
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【天然生林（広葉樹林）への誘導方法】
　従来、針葉樹人工林を広葉樹林に誘導する際には、広葉樹植栽を主体に行ってきた。しかし、この
方法では、森林が造成されるまで、植栽費に加え下刈り等の管理費も長期間必要であった。
　そこで、スギ・ヒノキ等の針葉樹人工林を天然生林（広葉樹林）へ誘導するには、抜き伐り等に
よる天然下種更新施業を推進する必要がある。この施業の主なポイントは、「上層木の適度な伐採に
よる光環境のコントロール」や「高木性の樹種の保育」、「更新阻害要因の除去」などがあげられる。
　特に、ススキ類、竹・笹類、つる類の繁茂する地域では、皆伐後の天然更新による森林造成が困難
であり、天然更新による速やかな森林造成を行うためには、抜き伐りにより林内照度を向上させ、
上層木をある程度残した段階で、高木性の広葉樹等を導入することが有効である。
　ただし、この「天然力を活用した施業」もシカの生息密度が高い地域では、新芽の食害を受け天然
下種更新が困難となっており、このような地域ではシカ防護用のネット柵を設置する必要がある。
　こうした広葉樹林化に関する施業技術については、（独）森林総合研究所が、「広葉樹林化ハンド
ブック2010・2012」を作成し、研究成果を報告している。
　この報告では、「広葉樹の誘導目的に行う上層木の伐採は、広すぎても狭すぎても誘導が促進され
ないこと」、「下層に広葉樹が発芽した後も、林内の光環境を改善するための抜き伐り等が必要である
こと」、「林内に休眠している埋土種子は、そのほとんどが短命の先駆樹種や低木類であること」、「種子
供給源としての広葉樹林が近くにある方が有利であること」、「広葉樹への誘導には更新失敗のリスク
があり、更新阻害要因の除去作業が必要であること」など、広葉樹林化を行うために必要な多くの研
究成果が報告されている。

【スギ・ヒノキ林の広葉樹林化のサイクル】

抜き伐り 自然植生の
導入

※防護柵設置

針広
混交林化 広葉樹林化

※皆伐また
は抜き伐り

※必要により実施

○ポイント
・上層木の適度な伐採による
光環境のコントロール

・高木性の樹種の保育
・更新阻害要因の除去

針葉樹人工林の下層に
自然に生えてきた広葉
樹等で森林を造成する

つる類が繁茂し森林造成が進まない皆伐跡地

【環境林への誘導イメージ】
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3 災害に強い森林の施業・管理方法

　林地崩壊の防止機能を高めるためには、間伐等により林内の光環境を改善し、林床（地表面）の植生
を繁茂させ、樹木の根系（地中内の根の分布状態）を発達させる必要がある。
　このような森林の土壌は、落葉落枝や林床植生が土壌の表面を保護するので、雨水はほとんど地中
に浸透し、地表の流水は傾斜地でも流下速度が抑制され、表土の浸食が抑えられる。
　また、根系の発達により表層土をつなぎ
止める力（土壌緊縛力）が強くなり、表層崩
壊（浅い土砂崩壊）を防ぐなど、根系の発達
していない手入れ不足の人工林に比べ、林地
崩壊を防止する働きが高くなる。
　そこで、地形や土壌条件によっては、複層
林や針広混交林へ誘導するとともに、人工林
については「早めの間伐」等を行うことで、

「下層植生が繁茂し、樹木の根系が発達した
森林」へ誘導する必要がある。
　なお、崩壊地については、治山工事などで
早期の復旧工事を行い、崩壊の拡大を防止
する必要がある。

　災害に強い森林について、過去の災害の被害形態から、「林地崩壊の防止」、「流木被害の軽減」、「風
倒木被害の軽減」の３点に着目し、森林の管理方法を具体的に示す。

（1）林地崩壊の防止
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下層植生の発達した森林

表面侵食・表層崩壊の
発生

弱い土壌緊縛力

少ない浸透水

多い表面水

・下層植生の未発達
・根系の未発達

少ない表面水

強い土壌緊縛力

多い浸透水

・下層植生の発達
・根系の発達 環境林

生産林

【林地崩壊の発生しにくい森林への誘導イメージ】

林地崩壊の発生が懸念される森林 林地崩壊の発生しにくい森林
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　平成24年７月の九州北部豪雨災害において竹田市の玉来川をはじめとする河川で、流木被害が発生
した。これを分析すると、洪水により河岸浸食（林地の土壌流出）を受け、支持地盤を失った立木が
河川内に倒伏し、流木となって下流域へ流出したものが多く、一部に河川に面した急傾斜地の森林が
崩壊し、立木が河川に流出した箇所もみられた。
　流木は広葉樹林にも見られたが、河畔にスギ
等の人工林が多いこともあり、多くはスギ等の
人工林から発生した。特に手入れ不足のスギ
人工林は、根系が発達せず、かつ樹高が高いこ
とで、洪水による浸食を受けると倒伏しやすく、
しかも枝の張りもないことから抵抗もなく下流
域まで達したものと推測された。
　一方、洪水時に浸水したスギ人工林でも、十分
な樹冠長があり、根系が発達し岩盤に定着した
樹木は流木化することなく、流水の速度を抑制
し、土砂や漂流物を捕捉するなど、減災効果が
見られた事例もあった。　

（2）流木被害の軽減

河岸浸食により河川に流出した流木

【H24九州北部豪雨災害被災状況：吐合川（玉来川支流）】

流失した森林

　H24年度の豪雨災害では、異常増水により、
河岸が浸食を受け、林地が崩壊し、流木が
発生した。
　この地点では、崩壊直高が５mもあり、根
系の及ばない深層から土壌とともに立木が流
出した。
　このような深層崩壊では、広葉樹や針葉
樹、樹種に関係なく、流木が河川に流出して
いる。



［平成29年７月九州北部豪雨災害における林野庁の中間取りまとめについて］

　平成29年７月九州北部豪雨では、記録的豪雨により多数の山腹斜面が崩壊し、大量の流木による甚大
な被害が発生した。林野庁では、平成29年７月12日に「流木災害等に対する治山対策検討チーム」
を設置し、流木災害を含む山地災害の実態把握や山腹崩壊の発生メカニズムの分析・検討等を行った
上で、今後の事前防災・減災に向けた効果的な治山対策の在り方について検討した。
　中間取りまとめでは、局地的な豪雨が増加傾向にある中、九州北部豪雨による災害と同様の災害が
全国各地で発生する可能性がある一方で、山地災害の発生リスクがある箇所全てにおいて、短期間に
対策を進めるのは困難であり、優先度を踏まえた事業箇所の選定が必要であるとしている。
　また、山地災害危険地区等の森林について、荒廃状況等を踏まえ事業箇所を選定し、全国の中小河川
を点検する国土交通省と連携して緊急点検を実施、必要により下記の具体的な対策を講じることとし
ている。

【事業箇所選定に当たっての基準】
1　０次谷等の凹地形及び渓床・渓岸が荒廃している又は荒廃の兆候がみられる渓流
2　荒廃又は荒廃の兆候がみられる箇所と同一の地質が流域内に広く分布している渓流
3　渓流沿いに土石流等で流木化するおそれのある立木が多数存在している渓流
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出展：林野庁「流木災害等に対する治山対策検討チーム」中間取りまとめについて

森林の山地災害防止機能の向上を図ることを基本とした上で、大規模な山腹崩壊が発生する場合も想定し、下流域での流木による
被害を防止・軽減するため、森林域できめ細かな対策を実施。
具体的には、流木災害の発生メカニズム等を踏まえつつ、０次谷等を「発生区域」、その下流部を「流下区域」及び「堆積区域」に区
分し、崩壊土砂や流木の形態に応じた対策を実施。

保安林の適正な配備

間伐等による根系等の発達促進

土留工等による表面侵食の防止等

流木化する可能性の高い立木の
伐採による下流域の被害拡大の抑制

流木捕捉式治山ダムの設置等に
よる効果的な流木の捕捉 等

森林を緩衝林として機能させること
による堆砂の促進や流木の捕捉

治山ダムの設置等による渓床の
安定や流木の流出拡大防止 等

流木化する可能性の高い立木

流木捕捉式治山ダム

緩衝林として機能した森林

具体的な対策



　以上のことから、豪雨時の流木被害の軽減を図るため、発生区域と流下・堆積区域に区分し、災害
に強い森林づくりに努めることとする。

【発生区域】　前述の林地崩壊の防止を図る施業に加え、帯状伐採などにより流木化する可能性の高い
樹木を除去する施業を推進することとする。

【流下・堆積区域】　豪雨時に流木被害が懸念される河川や渓流沿いの森林を選定し、流木化の恐れの
ある樹木を伐採するとともに、天然更新等による広葉樹林への誘導施業（河畔林・渓畔林の造成）に
努める必要がある。これは、広葉樹林化により樹木の根系（地中内の根の分布状態）が発達すること
で、表層土をつなぎ止める力（土壌緊縛力）が強くなり、河岸・渓岸の侵食を防ぐ効果が高くなると
考えられるためである。仮に崩壊した場合でも、重心が低く、枝張りの良い広葉樹に誘導することで、
下流域への流木の流下量の軽減も期待できる。
　その際、大面積皆伐等による急激な樹種転換は
樹木の持つ崩壊土砂防止機能等を著しく弱める
可能性が高いことから、10m程度の伐採幅で更新
作業を行う必要がある。
　ただし、スギ人工林でも、十分な樹冠長があり、
根系が発達し岩盤に定着した樹木は、緩衝林とし
ての機能が期待できることから、今後も適正に管
理するものとする。
　更に、前述の広葉樹林化施業等に合わせて、効果
的に流木捕捉式治山ダム等を設置することで、
下流域への流木の流下量の軽減に努めることと
する。

河川沿いの広葉樹林
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【流木の発生しにくい森林への誘導イメージ（流下・堆積区域における施業方針）】

流木被害の増大が懸念される森林 流木被害の減少が見込める森林

環境林

生産林

・樹冠、根系が発達していない
河川、渓流沿いの人工林

河岸・渓岸侵食の発生

樹高が高く枝張りの少ない人工林
重心が低く、枝張りの良い
広葉樹（自然植生導入）

・樹冠、根系が発達した
河川、渓流沿いの広葉樹（自然植生導入）



　平成3年９月に相次いで本県を来襲した台風17号及び19号は、かつて経験したことのない強風に
より、未曾有の風倒木被害をもたらした。
　その面積は、民有人工林の約１割にあたる22,483haにのぼり、樹齢30年から40年といった成熟木
を中心に根倒れ、折損等の被害が発生し、本県の林業に甚大なる被害を与えた。
　この被害地の調査結果から台風被害を受けにくい針葉樹人工林は「胸高直径が22㎝以下の若齢
林分」「本数密度が低く、形状比の小さい林分」「林縁木（樹冠長の長い林分）」「間伐後6年以上経過
した林分」「台風の進行方向に向いた斜面の林分」となっていた。
　また、樹種別の平均被害率については、クヌギ林 ＜ 雑木林 ＜ アカマツ林 ＜ ヒノキ林 ＜ スギ林
の順となっていた。
　以上のことから、風害に強い林分の形状は、「若齢林」、「形状比が小さい林分」「樹冠長率が高い
林分」 、「広葉樹林」であるといえる。

（3）風倒木被害の軽減
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【スギ品種と被害形態】
　スギの被害形態は、品種によって差があり、アヤスギは幹曲り、ヤブクグリは根倒れ、クモ
トオシは折損の被害が多かった。

【平成３年台風19号による風倒木被害状況】

風

※林縁木は樹冠長率が高く被害を受けていない

折損 根倒れ
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　そこで、台風等の強風時に風倒木被害の
軽減を図るため、強風の影響を受けやすく、
スギ・ヒノキの生育に適さない尾根部（尾
根・尾根筋）については、緩衝林として、
風害に抵抗性の高い広葉樹林に誘導する。
その際、潜在自然植生等を考慮したうえで、
その土地に適した広葉樹への誘導を促す。
　また、木材生産適地の人工林においては、
樹木の間隔を適切に保ち、樹冠長率を高め
る必要がある。樹冠を発達させることで、
単木での強風への耐性が高くなり、樹冠の
発達していない手入れ不足の人工林に比べ、
風倒木被害が軽減される。
　施業方法としては、疎植や早めの間伐等
により樹冠長率の高い林分への誘導に努め
ることとする。

尾根部の広葉樹林

樹冠長率
＝CL／H

○樹冠長率の高い林分

「樹冠が発達
し、幹も太い」

「樹冠が小さく、幹も細い」

風倒木被害に弱い林分

○樹冠長率の低い林分

【風と樹冠長率との関係図】

【風倒木の発生しにくい森林への誘導イメージ】

風倒木の発生が懸念される森林 風倒木の発生しにくい森林

生産林

環境林

・樹冠の発達
・尾根の広葉樹

・樹冠の未発達
・尾根の針葉樹

樹冠長率の低い針葉樹

耐風性の低い
針葉樹

耐風性の高い
広葉樹

樹冠長率の高い針葉樹



【取組事例】

災害に強い森林づくり（治山施設の整備・河川沿いの広葉樹林化）
（大分県　森林保全課・森林整備室）

治山ダムにより土石流や流木を捕捉
湯布院町大字川上（佐土原地区）
（H24九州北部豪雨災）
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　本県は急峻で起伏に富んだ地形であり、山地災害危険地区は6,840
箇所、全国８位、九州２位と多い状況です。このため、治山事業によ
り土石流対策の治山ダムの設置や人家裏山の崩壊防止のための土留工
の設置など、緊急性の高い箇所を優先的に整備しています。
　平成24年、29年の九州北部豪雨災害では、多くの林地崩壊が発生
しましたが、治山ダム等の治山施設の設置により土石流を抑止・抑制
したことで、人家等への被害を軽減しました。
　また、平成24年７月の豪雨災害では、竹田市の玉来川をはじめと
する河川において、流木被害も多く発生しました。河岸浸食により、
支持地盤を失った立木が河川内に倒伏し、流木となって下流域へ流出
したものです。
　そこで、洪水時の流木被害の軽減を図るため、平成25年度より、河
川や渓流沿いの森林を伐採し、根茎の発達した広葉樹林の導入による
減災対策を実施しています。この対策は、平成29年７月の九州北部
豪雨災害でも一定の効果を上げており、全県下に波及させたいと考え
ています。　

森林と防災の普及啓発（ソフト対策）
～もりりん教室の開催と山地災害危険地区情報の公開～（大分県　森林保全課）

　近年は、異常気象により山地災害のリスクが高まって
います。山地災害から人命を守るには、治山工事などの
ハード対策を行うだけでなく、地域住民が森林の状態や
災害の特徴・傾向などを理解し、災害時に命を守る行動
を学ぶソフト対策が重要です。
　小学生を対象とした「もりりん教室」や一般市民を
対象とした「治山展示会」、地域住民に対しての「減災
説明会」などのソフト対策を市町村と連携しながら進め
ています。「もりりん教室」は、県職員が先生となり、
私たちの暮らしの中にある「森林との関わり」や「森林
が持つ多様な森林の恩恵」を小学生にわかりやすく解説
して「森林と防災」について学習していく取り組みです。
　また、県では降雨等により山地から発生する土砂災害
のおそれがある地区を知ってもらい、ふだんからの災害
時への備えや避難行動等に役立てていただくこととして
います。この山地災害危険地区の情報は県庁ホーム
ページで公開しています。

河川沿いの流木被害対策
中津市（山国川上流）

※山地災害危険地区情報URL（http://www.pref.oita.jp/soshiki/16200/sanchisaigai.html）

治山展示会の様子

もりりん教室の様子　

山地災害危険地区情報（インターネット）



第 5 章　持続的な林業経営を可能とするための取り組み

　我が国の林業は、海外諸国に比べ著しく高い植栽・保育費をかけ、林業経営を行ってきた。しかし
ながら、木材価格が下落し、この費用が負担できない状況になってきている。
　更に、シカの生息区域の拡大からシカ被害に対する防護施設が必要な地域も増えている。

　これまでの標準的な施業方法は次のとおりであり、育林コストとは「地拵え」から「切捨間伐」まで
のコストをいう。また、施業種ごとに見た場合、初期段階で行われる「地拵え・植栽」、「下刈り」が
大きな負担となっている状況にある。

１ 森林施業の省力化

（1）現状の育林コスト

【スギ人工林の造成に要する費用】 【諸外国との育林コストの比較】
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資料：「平成20年度林業経営統計調査報告書」

（注）この試算は平成21年現在の平均的な作業効率に基づくもの
で、補助金等の収入は考慮していない。
　四捨五入の関係で総額と上表の累積計算額は一致しない。

（注）日本の育林コストは「平成20年度林業経営統
計調査報告書のスギ人工林に要する費用の０～５齢
級までの合計額としている。
　他の諸外国の育林コストは「温帯諸国の造林費の
比較」（行武、2000）の数値である。

「総額：231万円」

（経費：万円）

15 25年

(3,000本/ha)

○従来（3000本／ha植栽）の場合の標準施業

0  10年 30 35年

施業種：「地拵え・植栽」→「下刈り」→「除伐・枝打ち」→ 「切捨間伐」 → 「搬出間伐」→ 「皆伐・再造林」

40 50年

（6  ８回） （3回程度） （1  2 回）
シカ対策：「防護ネット柵等設置」

[育林施業] [素材生産]

※夏期に高温多湿の日本でスギ・ヒノキなどの針葉樹林を確実に造成するには植栽や下刈り、つる切りが必要であるが、欧州
　や北米では夏期に比較的冷涼乾燥気味の地域が多く、夏の草本類の繁殖が抑えられる。このような環境は、針葉樹の生育に
　適し、天然更新も容易であることから育林経費があまりかからない状況となっている。

300

200

100

0
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　今後、持続的な林業経営が成り立つようにするためには、これまでの施業方法を見直し、特に費用
負担の大きい初期の育林コストの低減を図る必要がある。
　育林コストの低減を図るため、これまでの研究報告等を参考に、施業ごとの主な低減策を提示する。

（2）育林コストの低減策

　従来の皆伐は、人力作業が多く伐採箇所で造材するため、再造林を行う場合は、植栽前の林地に
梢端や枝葉等が多く残り、地拵えに多くの労力が必要であった。
　また、皆伐と植栽は別の事業体が行うことが多く、伐採後の植栽を考慮しない無秩序な皆伐により、
地拵えや植栽に多くの労力が必要であった。
　そこで、高性能林業機械による皆伐に併せ、人力作業で行っていた地拵えや苗木運搬を機械化し、
皆伐と地拵え・植栽まで一体的に実施する「一貫作業システム」※で作業の効率化を図る。
　更に、通年植栽が可能なコンテナ苗の導入により、一貫作業システムの導入を促進する。

①　地拵え

【省力化のポイント】
　「地拵えの機械化」、「皆伐から植栽までの一貫作業システム」、「コンテナ苗の導入」

【効果】
　高性能林業機械による「皆伐（伐採・搬出）」から「地拵え」を一貫して行えば、皆伐時の
高性能林業機械が地拵え時にも併用して使える等利点が多く、作業時間が短縮され、コスト削減
はもとより、繁忙期の労働力不足の解消にもつながるものと判断され、効果は高い。

【これまでの取組状況】
　平成28～29年度にかけ一貫作業システムのモデル地を設定し、県内各地で研修会を開催して
いる。傾斜による機械施業の制約などの課題も明確化しており、ガイドラインの作成を目指し
ている。

※一貫作業システムとは、（独）森林総合研究所が考案した車両系伐出機械を活用して、伐採・搬出 
　～地拵え～植栽を連携して同時に行う下記システムのこと

“一貫作業システム”とは？

従来の作業方法 「一貫作業システム」
時間の経過 時間の経過

秋　  　～　　 冬　 ～　 春　 ～ 一年を通して作業が可能（短期間で作業終了）

伐採・搬出
伐採・搬出地拵え
地拵え

コンテナ苗植栽
裸苗植栽

機械を活用した地拵え・植栽で低コスト化

　一貫作業システムを導入することで、従来型の作業と
比較して、地拵えは１/６～１/９に、苗木の植栽は約１/３
に省力化することが可能です。但し、右のような適用条
件があります。

適用条件
・傾斜30度以下
・路網の整備がされている
・林業機械が使用可能である

伐
採
・
搬
出

地
拵
え

植
栽

伐倒
（チェーンソー）

木寄せ・集材
（グラップル等）

集材で用いた
機械の利用

フォワーダで
苗木の運搬

コンテナ苗
の植栽

造材
（プロセッサ）

搬出
（フォワーダ等）

グラップルの
相互利用

フォワーダの
相互利用

伐採搬出と
同時に

地拵え・植栽

資料：（独）森林総合研究所九州支所「森林・林業の再生：再造林コストの削減に向けて」



８年生　樹高６～７ｍ、直径８～12cm コンテナ苗

　植栽にあたっては、生産目標に応じた樹種や品種の選定、植栽密度の決定が必要である。
　一般材（並材）生産にあっては、今後の省力化や低コスト化が避けられないことから、従来の植栽
本数（3,000本/ha程度）を見直し、疎植造林（1,500本/ha程度）を推進することとする。
　また、造林用の苗木は、これまで「裸苗」が主流であったが、近年、「コンテナ苗」の活用が進ん
でいる。「コンテナ苗」は、裸苗に比べ苗木単価が高いものの、活着率が高い傾向にあり、植栽でき
る期間が広がるなどの優位性があり、また、一貫作業システムに活用することで、育林のトータル
コストの低減が期待できることから、この普及に努めることとする。

②　植　栽

【省力化のポイント】
　「疎植造林（低密度植栽）」、「コンテナ苗の導入」

【効果】
　疎植造林は、１ha当たりの植栽本数に応じて経費が低減できるとともに、その後の育林コスト
の低減にもつながる。また、従来の方式に比較し、樹木の成長が抑制されないため、１本当たり
の成長量の増加にも効果が高く、公益的機能の高い森林の造成も容易である。
　コンテナ苗の植え付けは通常の苗木に比べ容易であり、コスト削減はもとより、植栽可能な
時期が広がることから、繁忙期の労働力不足の解消にもつながるものと判断される。

【取組状況】
　林業適地における2,000本/ha以下の疎植を推進しており、平成28年度には再造林面積の７割
を超えるまでとなっている。
　コンテナ苗の生産も進み、平成28年度には苗木生産量の２割を占め、20万本まで拡大して
いる。

植栽密度 1,000
本/ha

1,500
本/ha

2,000
本/ha

2,500
本/ha

3,000
本/ha

植栽間隔 3.2ｍ 2.6ｍ 2.2ｍ 2.0ｍ 1.8ｍ

【植栽密度と植栽間隔の関係】
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　スギの場合、１ha当たりの植栽本数を1,500本程度に減らす疎植造林（低密度植栽）は、従来の
１ha当たり3,000本植栽と比較し、植栽費用やその後の育林コストの負担を考えた場合、森林所有者
へのメリットは大きい。（下表参照）
　なお、ヒノキ林分においては、1,500本/ha以上の植栽密度が大きな欠陥のない密度として報告
されている。（全国林業改良普及協会：低コスト造林・育林技術最前線より）
　疎植造林により植栽された樹木は、年輪幅が広くなるなど強度の低下が懸念されるが、今後の需要
動向を考慮した場合、集成材や合板等のエンジニアリングウッドの需要増加が見込めることから、材質
の優れた優良品種を疎植造林等により低コストで成長させ、元玉は集成材や合板等に活用し、強度的
にも優れた二番玉以降を無垢（ムク）の製材品に活用することを主な生産目標に想定する。
　ただし、内装材等強度を比較的要求しない部材として用いることを生産目標とする場合は、強度面
よりもむしろ製品にしたときの化粧性や乾燥のし易さ等に重点を置くことが重要であり、品種選定の
ほか、年輪幅や節なども考慮した施業を行う必要がある。　

【疎植造林（低密度植栽）の考え方について】
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【疎植のメリット・デメリット（参考）】



【スギの品種特性評価表】
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　大分県農林水産研究指導センター林業研究部の報告では、成林したスギの材質へ及ぼす影響は、
植栽密度よりも、品種特性の影響の方が大きいとされている。
　過去、本県で植えられたスギには様々な品種があり、その特性も品種により大きく異なることが
近年の研究で明らかになってきた。
　大分県農林水産研究指導センター林業研究部の研究報告では、在来の18品種の成長特性、材質特性
は下表のとおりであり、「シャカイン」、「タノアカ」、「ヤマグチ」等の品種は評価が高く、構造用材
として適していることが判明した。
　また、伐期や植栽適地等の条件を考慮したうえで、他の品種についても成長・材質特性等を参考に
生産目標に応じた植栽品種の選定を行うことが重要である。
　なお、本資料は現存するスギ林分（50年生程度）等から判断しており、「長伐期化」を考慮すれば、
今後も引き続き品種特性の評価・検証を行う必要がある。　

【スギの品種特性】

○（心材）含水率とは…木材（心材部）の実質重量に対する水の重量を言い、乾燥性の指標となる。
○容積密度とは…………未乾燥時の体積で全乾状態の重量を除したものを言い、木材強度の指標となる。
○動的ヤング率とは……木材のたわみ難さを表す指数で、変形強度の指標となる。



低密度植栽の方が
材積成長がよい。

品種別の単木材積

若齢時に成長
が良い

直線的な成長

品種別の樹高成長

地上高に関わらず一定の値を示す

品種別の動的ヤング率

地上高が上がるにつれ
ヤング率も上昇

　資料：「大分県農林水産研究指導センター林業
　　　　　研究部年報，No.57,2015

○樹幹解析とは………樹木の幹から円盤を切り取り、年輪幅を調べることで体積や成長量を調査する方法。
○動的ヤング率とは…木材のたわみ難さを表す指数で、変形強度の指標となる。

　平成24年～ 26年にかけて、大分県農林水産研究指導センター林業研究部において、植栽密度
（1,500本/ha、3,000本/ha、5,000本/ha）と木材成長量、材質の関係について調査を行った。
　その結果、材積成長においては、低密度植栽において成長が良いことが確認された。一方、樹高
成長については、品種毎に成長パターンが異なることが明らかになったが、植栽密度との関連性は
低かった。また、動的ヤング率についても、植栽密度より品種特性の方が大きく影響することが確認
された。
　これらのことから、材積については植栽密度の影響を受けやすいが、樹高や材質については、植栽
密度よりも品種特性が大きく影響することが明らかとなった。

【スギの植栽密度と成長・材質との関係】
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【材積】
・平成24年～26年に行った調査では、６つの品種※

及び実生木における樹幹解析の結果を報告している。
・右のグラフは、樹幹解析によって得られた材積
と樹齢、植栽密度の関係を示している（一部抜粋）。
・品種内での材積成長パターンは植栽密度別で異
なり、低密度植栽（1,500本/ha）において１本
あたりの成長がよいことが明らかになった。
　

【樹高】
・右のグラフは、樹幹解析によって得られた樹高
と樹齢、植栽密度の関係を示している（一部抜粋）。
・若齢時において旺盛な成長を示すもの（グラフ左：
早生型）や、直線的に成長するもの（グラフ右：中
性型）など、品種毎に成長パターンが異なっていた。
・樹高成長は、品種による影響が顕著に認められ、
植栽密度による影響がほとんど認められなかった。

【動的ヤング率】
・右のグラフは、植栽密度別の地上高における動
的ヤング率の推移を示している（一部抜粋）。
・ヤマグチでは地上高に関わらず一定のヤング率
を示し、ヤブクグリについては地上高が上がるに
つれヤング率も上昇していた。このように、品種
による影響が認められた一方で、植栽密度による
差異はあまり確認されなかった。
・このことから、ヤング率については植栽密度よ
りも、品種特性の方が大きく影響することが判明
した。

※DNA鑑定により同定された、イワオ、ヒノデ、ヤマグチ、ヤイチ、
　シャカイン、ヤブクグリの6品種
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【取組事例】

生産林・環境林　区分け図の作成
（大分県　林務管理課）

　県では生産林と環境林の区分け図を、下記
の候補地の選定基準により機械的に抽出し、
森林GISに色分けしました。現在、喫緊の課
題である皆伐後の再造林適地の目安として活
用することを目的に作成しています。
　この生産林・環境林区分け図は、平成28年度
より大分県（林務管理課・振興局）、市町村の
森林GISシステム等で閲覧が出来るようにして
います。
　

疎植造林実証モデル林の造成　～中部地区森林資源循環促進部会の取組み～
（大分県　森林整備室）

　大分県中部振興局管内の主伐再造林を行う事業体８社
で平成29年１月に『中部地区森林資源循環促進部会』
を結成しました。本部会では、次世代資源の確保、林業
の成長産業化に向け、経営コスト軽減の追求や苗木生
産、素材の連携販売などを実践しています。
　平成28年度からの取組の一つとして、『疎植造林実証
モデル林』を造成しています。部会員の事業地において、
生分解性ツリーシェルターを用いた優良品種苗（シャカ
イン）の疎植造林で、確実な獣害防止や下刈りの省略な
ど、将来的な育林経費の低減を検証しながら、県内の林
業関係者へ広く公開できるモデル林を造成しています。

生産林・環境林の区分け図

「生産林候補地の選定基準」

1）適地適木調査（土壌図）により40年生時におけるhaあたり期待材積
　  が300㎥以上
2）公益的機能の発揮がより望まれる林地を除外
　・自然公園（第一種、第二種特別地域）を除外
　・渓畔林（１級、２級河川の両岸20ｍ）を除外
　・生物多様性保全の確認（貴重種（絶滅危惧種）等の保護が必要な
　　エリアか）
3）地形条件等により不適地を除外
 　・傾斜35度以上の林地を除外
 　・標高1,000ｍ以上の林地を除外
4）林地崩壊の可能性が高い区域を除外
 　・山腹崩壊危険地区・地すべり危険箇所
5）現状天然林である林地を除外



【取組事例】

タマホーム基金の創設　～花粉の少ないスギ苗木による再造林の推進～
（大分県　森林整備室）

スギ苗木の低温貯蔵による安定供給
（大分県　農林水産研究指導センター林業研究部）

　スギ苗のさし付けの適期は春期と秋期とされていますが、この時期は採穂、山出し等苗畑作業
の繁忙期であり、採穂時期やさし付け時期の分散ができれば、労力の軽減につながります。
　「省力造林用コンテナ苗の育苗技術の開発（H26 ～ H28）」研究では、通年での採穂、さし付け
が可能であることが明らかになりました。
　さらに、低温貯蔵した穂木を用いた「さし木苗」において発根を確認できました。５月から
９月までに採穂した穂木と11月から３月までに採穂した穂木を低温貯蔵し、それぞれ10月と
４月にさし付けたところ、高い発根率が得られました。これにより、採穂した穂木は５ヶ月程度
は冷蔵保存が可能であることが明らかになりました。特に、11月から３月までに採穂した穂木
は潜在的に高い発根能力を有しており、スギ苗の安定した供給体制を構築するうえで有効な技術
と期待されています。　
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冷蔵保存後の４月さし付け発根率

冷蔵保存のための梱包

４ヶ月冷蔵保存後の穂木

　林業適地での再造林の
徹底とスギ花粉飛散量の
減少を実現し、資源循環
型林業を構築するため、
平成28年10月21日、タマ
ホーム株式会社、大分県
森林再生機構、大分県の
３者において、『花粉の少
ない苗木による再造林の
推進に関する協定書』を
締結しました。
　平成29年度から平成33
年度までの５年間、タマ
ホーム寄付金により森林再生機構に基金を造成し、花粉の少ない苗木代の助成を行います。基金で
の適正な再造林の推進により、森林資源の循環利用とスギ花粉症発生源の縮減を図り、持続的林業
経営の維持・循環を進めます。



　従来から一般的に行われている下刈りは、１～６年生まで下刈りを実施し、７～ 10年生について
は必要により実施してきた。そこで、下刈り経費を軽減する方策としては、下刈り回数や実施面積を
減らす施業が有効であると考えられる。
　回数を削減する方法としては、隔年下刈りが考えられ、単純に経費は半分となる。また、伸長成長
の良い木を植栽し、早い段階で下刈りを終了させることも有効な手段である。隔年下刈りを行った
場合の目的樹種の伸長成長量は、スギの場合、通常の下刈りの８割程度という報告がある。
　面積を削減する方法としては、疎植の場合、「筋刈り」や「坪刈り」が考えられるが、つる切りと
併せて行う補助的な施業として行う。特に、つるの多い地域では、樹木の成長を大きく阻害するため、
つる切りを適時に実施する必要がある。

【下刈り回数と樹木の成長】
　（独）森林総合研究所のシンポジウムでの報告によれ
ば、下刈り回数とスギの成長量の関係をシミュレーショ
ンした一例では、下図のような状況となり、隔年下刈
りでも樹木の成長がある程度確保される可能性が高い。
　一方、ススキが繁茂している場合は、蒸れを防ぐ面
から1 ～ 3年生で下刈りを行い、左の写真のように目
的樹種が下草から被圧されない状況になれば、下刈り
の必要は無いものと判断される。このように一概に隔
年下刈りに移行するのではなく、下草の状況により下
刈り回数を減らし、省力化を図ることが重要である。

③　下刈り、つる切り

【省力化のポイント】
　「初期成長の早い品種の植栽」、「下刈り回数の削減」、「筋刈り・坪刈り」

【効果】
　下刈り回数の削減は、目的樹種の成長がある程度確保されるのであれば、経費が抑えられる
ため効果は高いと判断される。特に、シカの食害地では、隔年下刈りにより下草を残すことは、
植栽木の食害の予防の面からも効果が期待される。また、筋刈りや坪刈りを補助的に行うこと
で、つるが多い場所での成長阻害を防止することも可能である。

【取組状況】
　造林地を検証した結果、６年生以上の植栽木の多くが下草から被圧されない樹高まで成長
していることが確認されたことから、平成28年度より、標準的な下刈り期間を５年生までと
している。更に、つるによる植生木の成長阻害を防止するため、６～８年生の間に1回坪刈り
を行う施業としている。
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資料：（独）森林総合研究所九州支所「森林・林業の再生：再造林コストの削減に向けて」



【取組事例】

スギエリートツリー採穂園の造成　～初期成長の優れた苗木による下刈り省力化～
（大分県　森林整備室）

自走式草刈機の導入による下刈りの省力化の取り組み
（大分県　森林整備室）

　主伐面積が増加する中、森林の循環利用、公益的
機能の維持増進を図るためには緩傾斜地などの林業
適地での確実な再造林を推進する必要があります。
　しかしながら、現状の植林や下刈り作業は、人力
作業であり、過酷な環境下で行われているため、
労働者不足が課題となっています。そこで、下刈り
作業の作業環境を改善し、労働負荷の軽減や効率化
を図るため、平成29年度、西部流域活性化協議会
と森林整備室において、農業用自走式草刈機を活用
した下刈りの機械化の実証試験を実施しました。
　自走式草刈機は、リース可能な一般的な２機種を
使用。森林の傾斜等作業可能域や刈り払いの状況、
作業性、歩掛かりなどを調査しました。調査の
結果、足場の悪い林地での下刈り用への改良が必要
なものの、十分可能性があることが確認できました。
　今後はメーカーなどと連携し、実用化に向けた
検討をしていきたいと思います。

　エリートツリーとは、成長や材質に優れたスギ・
ヒノキの精英樹同士を交配したものから、さらに
優れた特性を持つものを選抜した品種です。
　大分県農林水産部では、エリートツリーの初期
成長に優れている特性を活かして下刈り回数を
削減する低コスト育林を目指しています。
　平成25年度より森林総合研究所林木育種
センターが選抜した苗木を購入し、見本林や
採穂園を造成しています。平成28年度末で
571本のエリートツリーが県営採穂園に植栽
され、品質管理を行いながら成長量調査を実
施しています。
　調査結果では、通常の苗木は３年で1.5mに
なるものが、３年で2.6mに成長していること
から、下刈りの省力化への効果が期待されてい
ます。
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下刈り実証試験
H29.６試験（日田市天瀬町）

県営採穂園の
エリートツリー
H25.３植栽
（杵築市山香）



　従来から一般的に行われている「枝打ち」については、樹木の成長を抑制するため、材積確保の面
からは実施しないことが望ましい。また、「除伐」についても、目的樹種を被圧する高さに成長する
場合を除き、極力実施しないことが望ましい。一般的に疎植造林の場合は、下刈り後の「除伐」の
必要性が高くなる。
　内装材の生産等を目的に枝打ちを実施する場合でも、疎植造林を行えば、実施本数が少なくなり、
省力化につながる。
　なお、一般的にヒノキは枝が大きくなり枝打ちが必要な場合も多いが、スギの場合、品種によって
は自然落枝しやすい品種もあるので、その特性も考慮し植栽時の品種の選定を行う必要がある。

④　枝打ち・除伐

　従来、木材販売の代価で間伐の費用がまかなわれてきたが、現状ではスギの場合25年生以下の間伐
は、そのほとんどが切捨間伐となり林業経営を圧迫する大きな要因となっている。
　そこで、疎植造林を行うことで、無駄な切捨間伐の回数を1／3程度に削減し、間伐経費の低減を図る。

⑤　切捨間伐

【省力化のポイント】
　「疎植造林」、「必要最低限の枝打ち・除伐」、「樹種・品種（樹高成長が良い・細枝等）」

【効果】
　従来施業と比較して、枝打ちを積極的に実施しない場合は、生産される木材の死節の比率が
多くなるため優良材生産には適さないが、元玉を合板用やバイオマス等に利用するのであれば、
肥大成長も大きく、経費も抑えられるため効果は高いものと判断される。
　枝打ちを実施しないメリットは、「樹木の成長が抑制されないこと」、「枝打ちによる幹への
腐れ（変色）が発生しないこと」、「シカの剥皮害の防止効果が高いこと」などがあげられる。

【省力化のポイント】
　「疎植造林」

【効果】
　従来施業と比較して、回数が減り経費が抑えられるため効果は高いものと判断される。

【取組状況】
　林業適地における2,000本/ha以下の疎植が進んだことから、切捨間伐の回数が１～２回に
減少する見込みとなった。
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【間伐コストの低減モデル】

3,000本/ha

1,500本/ha

1,200本/ha

「切捨間伐１回」

15年 20年 25年

20年

「切捨間伐３回」
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　森林におけるシカ被害の形態と対策は主に以下の２つに分類される。
　（1）植栽時の新芽の食害・・・・シカ防護柵、幼齢木保護資材
　（2）保育時の樹幹の剥皮害・・・シカ防護柵、樹皮保護ネット
 
　シカ防護柵については、支柱の設置が容易でないことから、極力林縁木を保残木として残し、シカ
防護柵の支柱に利用する。
　また、シカ防護柵の侵入原因として最も多い、潜り込みを防止するため、ネットを長めに設置する
スカートタイプ（設置高1.6m＋裾長0.8m）を標準とする。
　幼齢木保護資材、樹皮保護ネットを採用する場合は、疎植造林により保護する樹木の本数を減らす。

⑥　シカ被害対策

【省力化のポイント】
　「シカ防護柵の林縁木利用」、「スカートタイプによる被害軽減」、「疎植造林」

【効果】
　シカ防護柵の林縁木利用により支柱設置の手間が軽減できるとともに支柱が倒れる心配が
なくなる。また、スカートタイプの推進により、一層確実な防御が図れ、補植などの経費節減
につながる。
　疎植造林により幼齢木保護資材や樹皮保護ネットの設置数量が少なくなり、経費が節減でき
る。また、植栽本数を減らし下刈を省略することで、シカ防護柵よりも経費を節減できる場合
がある。

【取組状況】
　シカ防護柵の林縁木利用は　20,881m（H28）でスギを中心に活用されている。
　スカートタイプは、215,800m（H28）で全体の7割に達している。
　疎植造林と組み合わせた幼齢木保護資材は、18,300本の12.35ha（H28）となり、県下各地
でモデル的な取り組みが進められている。

※ネットが足にからみつきシカが近寄りにくい

【シカ防護柵（スカートタイプ）】

※単木での確実な保護が可能

【幼齢木保護資材】



【取組事例】

ICTを活用した効率的な捕獲方法の推進
（大分県　森との共生推進室）

ニホンジカの誘引技術等に関する研究  ～デコイ（おとり）を使って効果的な誘引を～
（大分県　農林水産研究指導センター林業研究部）

　ニホンジカ（以下、シカ）の個体数増加
や生息域の拡大に伴い造林地や農作物に
深刻な被害が発生しているため、県では
捕獲による個体数削減に力を入れていま
す。そこで、おとり（デコイ）や餌、に
おいなどの誘引物を活用してワナによる
捕獲を効率的に行い捕獲実績を上げるた
めの誘引技術を開発しています。
1．誘引効果の確認
　九州自然動物公園アフリカンサファリ

（宇佐市安心院町）においてデコイを使った
誘引試験を実施した結果、シカがデコイ
の周辺に集まってくる様子が確認できま
した。
　また、林業研究部の敷地内に出没する
シカに対して行った試験では、デコイと
餌を組み合わせることで短期間で誘引さ
れる様子が確認されました。
2．捕獲ワナにおける現地実証試験
　シカ捕獲目的で設置されたドロップ
ネットやAIゲートに実際にデコイを設置
して、誘引効果を実証試験中です。

　シカの生息密度が高い地域において、効率的な
捕獲を推進するため、網をワイヤーで吊り下げ、
ワイヤーにつないだ電磁石を作動させることに
より網を落としてシカを捕獲する「ドロップ
ネット」を５基、人工知能を使ってワナの監視
と動物の出入りを分析することで、多数の個体
を一度に捕獲する「AIゲート」を３基導入し、
県内で検証を行っています。
　今後、シカの誘引や、監視体制の整備・強化
による捕獲効率の向上を図ることにより、県内
での普及が期待されます。

ドロップネットによる捕獲状況
（玖珠町日出生台地区）

林業研究部における誘引試験（日田市）

デコイによる誘引試験
（アフリカンサファリ、宇佐市安心院町）
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デコイ（シカの模型）



※公共造林事業のH24の１期の標準単価で比較したもの。ただし、現状はH29の１期の標準単価
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　これまで述べてきた育林コストの低減モデルをスギの1,500本/haの植栽とし、従来の施業
（3,000本/ha）と比較すると、標準経費で50％の低減が可能となる。
　平成28年度には2,000本/ha植栽などの疎植造林が推進されたことで、従来の育林経費と比較し、
約３割のコスト削減が図られている。

⑦　育林コスト低減モデル

【低コストモデルと従来施業との施業比較】

【低コストモデルと従来施業との育林コストの比較】

179

74
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【欧州各国と日本の素材生産性・生産費の違い】

【森林計画制度の見直し】

（3）現状の素材生産コスト
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　我が国は、現在、素材生産性・生産費の両面で下表のとおり欧州諸国に大きな差をつけられている。
これは、我が国の地形が急峻・複雑なことに加え、人工林の多くが成長途中にあり、その直径・蓄積が
小さかったこと、役物等の優良材の生産が指向された結果、林木の育成や伐採で手間をかける手法が
維持され、丸太を効率的・低コストで生産する取組があまり行われなかったことが要因と考えられる。
　近年、高性能林業機械の導入促進により、生産性は飛躍的に向上している。

（4）素材生産コストの低減策
　素材生産コストの低減を図るため、「施業の集約化」、「路網の整備」、「高性能林業機械の導入」等
を促進し、生産性の向上と生産費の低減を目指す。

「外国のデータ：平成22年度版：森林・林業白書より」

　本県の森林所有面積は零細であり、木材生産コストの低減、特に高性能林業機械の導入を図るため、
施業の集約化を行い、一定の事業量を確保する。
　そのためには、森林組合や林業事業体が森林所有者との信頼関係を構築しつつ、森林経営計画に
基づいた面的なまとまりをもった森林経営の受託を促進する。
　また、施業内容やコスト
等を森林所有者に明示でき
る森林施業プランナーの育
成や能力向上を図るととも
に、既存の森林情報等の精
度の向上や関係機関との連
携による境界の明確化・所
有者情報の把握に取り組む。

①　施業の集約化

「資料：H24年度森林・林業白書より」

7～60

2,200～5,000

2,400～5,500



　本県の森林の約７割は、緩・中傾斜地が占めており、この地形に適した作業システムは「車両系」
である。
　この「車両系」の作業システムに対応するためには、トラック運搬のための「林道」及び「林業専
用道」と、林業機械が作業するための「森林作業道」を、効果的に配置し、林内路網密度を
150m/ha程度まで高めなければならない。これは、林内路網密度を150m/ha程度まで高めることで、
最大集材距離が50m程度以下に抑えられ、ウインチ付きグラップルでの集材が可能となるからである。
　更に、路網整備にあたっては、県が定めた「林業専用道・森林作業道作設指針」に沿って、長期間
利用できる低コストで耐久性の高い道づくりを定着させ、コストの削減と林地保全を図る。
　低コストで耐久性の高い路網整備のポイントとしては、「湧水地や急峻地、地すべり地、破砕帯な
ど路網整備不適地での
路網計画の回避」、「等
高 線 に 沿 っ た 線 形 計
画」、「切 土・盛 土 高 の
抑制」、「設計車両を考
慮し傾斜区分に応じた
必要最低限の幅員」、「切
盛土量の均衡」、「縦断
勾配の抑制と地形に応
じた短距離区間での勾
配変更」、「こまめな分
散排水（水切り）」、「土
質に応じた適切な締め固
め」などがあげられる。

②　路網の整備
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【低コストで耐久性の高い路網整備のポイント】

【今後の路網整備方針】



資料：「路網・作業システム検討委員会　最終とりまとめ」

　高性能林業機械とは、従来のチェーンソーや集材機と比べて、圧倒的に素材生産能力が高く、作業
の効率化や労働強度の軽減等、優れた利点を持つ林業機械であり、主なものに、プロセッサ、ハーベ
スタ、タワーヤーダ、フォワーダなどがあり、県内では352台（H28末）が導入されている。
　高性能林業機械は購入価格が高いため、年間稼働率を向上させなければ償却費が割高となり、木材
生産コストの低減には繋がらないことから、「施業の集約化」が重要な鍵を握る。
　また、素材生産には、立木の伐倒、集材、造材、運搬などの工程があるが、これらの一連の作業には、
路網整備に加え、熟練したオペレーターと地形に応じた効率的な林業機械の組合せ（作業システム）
が重要である。
　農林水産省の森林・林業再生プラン推進本部の「路網・作業システム検討委員会」が参考として示
した傾斜区分毎の高性能林業機械を用いた作業システムと路網整備水準の目安は下表のとおりであ
り、傾斜や林内路網密度等の現場条件に加えて、下流域の保全対象を十分に考慮しつつ、環境に配慮
した作業システムを選択する必要がある。

⑥　高性能林業機械の導入
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【緩・中傾斜地の作業システム例：車両系】

【急傾斜・急峻地の作業システム例：架線系】

※伐倒をハーベスタで行う場合は造材を同時に行う場合が多い

【傾斜区分毎の路網密度と作業システムの例】



【大分県平均傾斜区分図】

　本県の森林GISで、地番ごと５段階に傾斜区分を色分けした図面は下図のとおりである。0°～ 30°
（緑～黄緑～黄色）の主に車両系に適した緩・中傾斜が森林全体の７割を占める一方で、30°以上の急
傾斜地や急峻地が一定の地域に集中していることがわかる。傾斜と作業システムの関連性は以下のと
おりである。

○「0 ～ 25°の緩・中傾斜地（緑～黄緑）」では、路網整備が比較的容易であることから、主に車両系
の機械で素材生産を行うことが効率的な地域である。

○「25 ～ 30°の中傾斜地（黄色）」は、車両系と架線系作業システムの中間的な地域である。

○「30°以上の急傾斜・急峻地（桃～赤色）」では、路網整備が比較的困難であることから、主に架線
系の機械で素材生産を行うことが効率的な地域である。

　図面の傾斜区分から判断すると、本県の南部地域や津江地域、英彦山・両子山周辺等では、架線系
の作業システムに適した地域が多く、今後、このような地域では、タワーヤーダやスイングヤーダ
など架線系の集材機の活用を推進していく必要がある。

【大分県の傾斜区分と作業システムの考え方について】
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大分県森林地図情報システムより



　素材生産性の平成27年度の全国平均は主伐の場合、車両系で8.33㎥／人・日、架線系で4.00㎥／
人・日、間伐の場合、車両系で4.17㎥／人・日、素材の生産コストはスギの主伐が5,641円／㎥、
間伐が9,043円／㎥となっている。
　この生産性とコスト（生産費）は深く連動しており、一般的には生産性があがればコストは削減
されるが、高価な高性能林業機械を購入しても事業量の増加も人員の削減も見込めない場合は、コスト
の低減には繋がらないため、その導入に当たっては、事業量の確保や人員の削減計画等を十分に検討
しなければならない。
　今後、輸入材に対抗するためには、生産性の目標を定め、地形に応じた効率的な作業システムの
確立やオペレーターの育成が重要である。
　平成28年度における本県の認定林業事業体の間伐の生産性は5.4㎥／人日、主伐の生産性は8.7㎥
／人日に達しており、この場合の山土場までの生産コストは、それぞれ8,000円／㎥、5,000円／㎥
と試算される。
　機械化や路網の整備を促進し、間伐で６㎥／人･日以上、主伐（皆伐）にあっては12 ㎥／人･日以上
を目指すことで、素材生産コストの削減を図る。この場合、車両系の高性能林業機械を用いた山土場
までの生産コストは、間伐で7,200円／㎥、主伐（皆伐）で3,500円／㎥と試算される。

④　生産性の向上と生産経費の削減

【省力化のポイント】
　「集約化等による事業量の確保」、「簡易で耐久性の高い路網整備の促進」、「効率的な作業シス
テムに対応した高性能林業機械の導入」、「路網作設オペレーターの育成」

【平成36年度の認定林業事業体の生産性向上の目安（車両系システムの場合）】
　間伐の生産性 ・・・・・・・3.9（H24）→5.4（H28）→６㎥/人・日（将来目標）
　主伐（皆伐）の生産性・・7.2（H24）→8.7（H28）→12㎥/人・日（将来目標）

【取組状況】
　毎年、林業専用道を30km、森林作業道を330km整備するとともに高性能林業機械の導入を
推進している。高性能林業機械の県内の保有台数は計画策定時（H24末）に比べ178台増加の
352台（H28末）となり、素材の生産性は順調に伸びている。
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ハーベスタ フォワーダ



【取組事例】

作業道コンクールの実施　～耐久性の高い路網整備の推進～
（大分県　森林整備室）

架線系作業システムの開発・導入促進
（大分県　林務管理課）

　急増する木材需要に対応するため、
県内では素材生産活動が活発になっ
ており、急傾斜地等においては不適
切な路網開設による土砂流出等の林
地荒廃箇所が散見されるようになって
います。
　今後は伐採現地の奥地化も進行す
ると想定されるため、作業道の開設
が最小限で済み、林地への負担の少な
い架線系作業システムの普及が急がれ
ます。
　本県においてはオーストリア・コン
ラッド社 が製 造した最 新式タワー
ヤーダーが稼働しているところです
が、全国においても様々な架線系高
性能林業機械の開発・導入が進んで
います。

　林業経営の一層の収益性向上を図って
いくためには、現場状況にあった適切な
作業システムを構築するとともに、それに
応じた林道や作業道等の路網を整備して
いくことが大変重要となっています。
　特に施業コストの低減を図るには、持続
的な使用が可能な耐久性の高い森林作業道
の整備を進めていく必要があります。
　このため、平成28年度より森林作業道
コンクールを実施し、優良事例や粗悪
事例を整理しながら、地域の模範となる
森林作業道作設を推進し、技術の向上と
健全な森林の造成を図っています。

オーストリア・コンラッド社製
　｢タワーヤーダ｣
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（5）次世代林業モデル経営の試算
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　高性能林業機械による生産性の向上や協定販売等による流通の合理化、低コスト育林施業等による
構造改革を行った場合の、原木価格毎の間伐と主伐の収支試算は以下のとおりである。
　間伐の場合、平成28年度は県の認定林業事業体平均の生産性が5.4㎥/人日まで向上したため、原木
価格が8,000円/㎥を上回れば黒字になった。更に生産性を６㎥/人・日に向上させ、コストダウンが
図れれば、原木価格を現状の11千円/㎥と仮定した場合、山元立木価格が4千円／㎥まで上昇する試
算結果となった。

原木価格
の設定

間伐
収支

山元立木
価　　格原木収入

（円/㎥）

13,000

12,000

11,000

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

910

840

770

700

630

560

490

420

280

280

280

280

280

280

280

280

560

560

560

560

560

560

560

560

105

105

105

105

105

105

105

105

161

161

161

161

161

161

161

161

826

826

826

826

826

826

826

826

364

294

224

154

84

14

△56

△126

5

4

3

2

1

0

△1

△2

（円/㎥） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円/㎥）

@4,000 @8,000 @1,500 @2,300 @11,800

補助金収入 間伐経費 運搬経費

搬出間伐

流通経費 経費計

◎原木価格と収支の試算表（間伐）

（1）生産性5.4㎥/人・日の場合 搬出間伐出材積　　70㎥/ha （１ha当たり）

原木価格
の設定

間伐
収支

山元立木
価　　格原木収入

（円/㎥）

13,000

12,000

11,000

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

910

840

770

700

630

560

490

420

280

280

280

280

280

280

280

280

504

504

504

504

504

504

504

504

105

105

105

105

105

105

105

105

161

161

161

161

161

161

161

161

770

770

770

770

770

770

770

770

420

350

280

210

140

70

0

△70

6

5

4

3

2

1

0

△1

（円/㎥） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円/㎥）

@4,000 @7,200 @1,500 @2,300 @11,000

補助金収入 間伐経費 運搬経費 流通経費 経費計

（2）生産性６㎥/日の場合 搬出間伐出材積　　70㎥/ha （１ha当たり）

搬出間伐
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　主伐（皆伐）の場合、平成28年度は県の認定林業事業体平均の生産性が8.7㎥/人日まで向上した
ため、原木価格が9,000円/㎥を上回れば黒字という試算結果になった。更に生産性を高めることで素材
生産のコストダウンを図り、併せて育林コストの低減が図れれば、原木価格が現状の11千円/㎥と
仮定した場合、山元立木価格が4千円/㎥まで上昇し、育林費用を含めても安定的な林業経営が可能と
なる試算結果となった 。
　更に、経営意欲を高める（持続的な林業経営を可能とする）ためには、協定販売等の促進を進める
ことで流通経費の削減を図る必要がある。

◎原木価格と収支の試算表（皆伐）

原木価格
の設定

皆伐（50年生）

原木収入

皆伐経費

@5,000 @1,500 @2,300 @8,800

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）（千円/㎥）（千円） （千円） （千円） （千円）（千円）

13,000

12,000

11,000

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

7,800

7,200

6,600

6,000

5,400

4,800

4,200

3,600

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

900

900

900

900

900

900

900

900

1,380

1,380

1,380

1,380

1,380

1,380

1,380

1,380

5,280

5,280

5,280

5,280

5,280

5,280

5,280

5,280

2,520

1,920

1,320

720

120

△480

△1,080

△1,680

4

3

2

1

0

△1

△2

△3

1,790

1,790

1,790

1,790

1,790

1,790

1,790

1,790

1,220

1,220

1,220

1,220

1,220

1,220

1,220

1,220

570

570

570

570

570

570

570

570

1,950

1,350

750

150

△450

△1,050

△1,650

△2,250

 (円/㎥ )

運搬経費 流通経費 経費計 皆伐
収支

（Ａ）

更新後
の収支

(A)－(B)

山元立木
価      格

経費 補助金 負担金
(Ｂ)

植栽～保育費用

2,000本植栽（スギ標準）

（1）生産性8.7㎥/人・日の場合 皆伐材積　　600㎥/ha （１ha当たり）

原木価格
の設定

皆伐（50年生）

原木収入

皆伐経費

@3,500 @1,500 @2,300 @7,300

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）（千円/㎥）（千円） （千円） （千円） （千円）（千円）

13,000

12,000

11,000

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

7,800

7,200

6,600

6,000

5,400

4,800

4,200

3,600

2,100

2,100

2,100

2,100

2,100

2,100

2,100

2,100

900

900

900

900

900

900

900

900

1,380

1,380

1,380

1,380

1,380

1,380

1,380

1,380

4,380

4,380

4,380

4,380

4,380

4,380

4,380

4,380

3,420

2,820

2,220

1,620

1,020

420

△180

△780

6

5

4

3

2

1

△0

△1

1,220

1,220

1,220

1,220

1,220

1,220

1,220

1,220

830

830

830

830

830

830

830

830

390

390

390

390

390

390

390

390

3,030

2,430

1,830

1,230

630

30

△570

△1,170

 (円/㎥ )

運搬経費 流通経費 経費計 皆伐
収支

（Ａ）

更新後
の収支

(A)－(B)

山元立木
価      格

経費 補助金 負担金
(Ｂ)

植栽～保育費用

1,500本植栽（スギ標準）

（2）生産性12㎥/人・日の場合 皆伐材積　　600㎥/ha （１ha当たり）



【取組事例】

大型製材工場を核とした佐伯型循環施業の推進　～佐伯広域森林組合の取組～
（大分県　林産振興室）

長期山づくり経営委託事業　～伊万里木材市場による新たな取組～
（大分県　林務管理課）

　㈱伊万里木材市場では、山林を受け継ぐ
後継者から間伐などの管理を長期間（45年
間）委託する長期山づくり経営委託事業を
始めました。相続放棄などで管理が行き
届かなくなる山林も増えており、長期的な
森林の保全・管理体制を整えるため、家族
信託契約を活用し、森林所有者に代わり長
期間、間伐、皆伐、植栽、下刈などの森林
整備を行います。伐り出した木材の収益を
家族に還元することで、荒廃が進む山林の
再生を目指しています。
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　本県の県南地域は、戦後積極的に植林活動が進められ、今ではオビスギを中心とした森林資源
が充実しています。ところが、近年の木材価格の低迷により素材生産量が減少し、森林は高齢級
へと偏った齢級構成となりました。このため、佐伯広域森林組合では、平成20年度に年間原木消
費量11万㎥の国内有数
の製材工場を新設し、
高品質で低コストな加
工体制を整備しました。
　この大型製材工場の
稼働により、豊富な森
林資源の安定的な利用
が進み、地域の森林作
業班の安定した仕事量
も確保され、若い人材
が多く林業参入してい
ます。
　なお当組合では、50
年伐期施業を推進し、
皆伐と再造林を繰り返
しながら持続的な森林
資源の活用が図られる
よう積極的な取組を実
施しています。

委託者
（お父さん）

山林所有者
家族会の
代表者

森林信託契約

信 託 登 記
受  益

長期森林経営委託作業計画 立案・作成・実施
森林整備事業
木材販売業

素材生産会社管理機能
大口需要家開拓

委託者
（家族）

（以前　N-WOOD 株式会社）

①長期森林経営委託
契約案の提案

③長期森林経営委託
作業計画を発注

②長期森林経営委託
契約案に基づき、

「指図」

森林家族信託スキーム図



【取組事例】

公共建築物等における地域材の利用促進　～木材需要拡大の取組～
（大分県　林産振興室）

　公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律に基づき、県は平成23年２月に、低層
（２又は３階以下）の公共建築物については原則木造化とすることなどを盛り込んだ基本方針を
策定しました。また、平成24年９月までに県内の全市町村において木材利用の基本方針が策定
されました。
　これにより、県内の公営住宅、
学校、福祉施設など公共建築物
の木造化や内装木質化、あるい
はコンクリート型枠やガード
レールなど公共土木事業につい
ても積極的に地域材利用が推進
されることになりました。
　なお、平成31年春に竣工予定
の県立屋内スポーツ施設の屋根
は、木材を使った国内最大級の
大スパン構造で、完成後は、地
域材の魅力発信にもつながると
期待されています。 県立屋内スポーツ施設の完成予想

木質バイオマス発電の取組　～新たな木材需要の広がり～
（大分県　林産振興室）
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　再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）が平成24年７月からスタートし、県内では、
平成28年度末までに５箇所の木質バイオマス発電所が稼働しており、その内４箇所で山林未利用
材を活用しています。
　これらの発電所が１年間に必要とする山林未利用材は約30万㎥前後となり、県内素材生産量の
約20％となります。
　この新たな需要が、木材価格
の下支えとなるとともに、再造
林する際の地拵えが省略される
などのメリットも生じています。
山林未利用材を活用する発電所
・㈱エフオン日田（日田市）
・㈱グリーン発電大分（日田市）
・㈱エフオン豊後大野（豊後大野市）
・新日鐵住金㈱（大分市）

㈱グリーン発電大分天瀬発電所
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【取組事例】

消費者に選ばれる森林づくりの推進　～大分森林認証協議会の取組～
（大分県　森林整備室）

　県営林を中心に県森連及び7森林組合、４市（臼杵、佐伯、豊後大野、日田）、森林ネット
おおいた、民間企業１社の15団体で組織された大分森林認証協議会は、平成29年３月１日に

「緑の循環認証会議（SGEC）」の森林認証を取得しました。
　今回の認証取得面積は20,220haであり、県内の民間企業や森林組合が個々に認証を受けた
森林約2万6千haを加えると、認証取
得時点で国内7番目の認証森林の規模
になる見込みです。
　森林認証は、持続可能な森林経営の
実現とそこから生産される林産資源の
循環利用を促進する制度であり、認証
森林から調達する木材の需要は将来的
に増えると見込まれます。
　今後、協議会に参加していない県内
の市町村や森林組合、大規模森林所有
者等の参加を呼びかけ、認証面積の
拡大を図り認証材の供給量を増やして
いくとともに、施工者や消費者に選ば
れる森林づくりを進めていきます。

枠組み壁工法建築物への県産材利用に向けた研究
（大分県農林水産研究指導センター林業研究部）

大分森林認証設立総会

２×４の枠組材の試験状況

　枠組壁工法はツーバイフォー工法と
呼ばれ、断面寸法が２インチ×４インチ、
２インチ×６インチなど規格化された枠
組材で作られた枠組に、合板などの面材
を釘打ちしたパネルを床や壁に使用する
建築工法です。高耐震性へのニーズが高
まる中、枠組壁工法建築物の割合はます
ます増加すると予想されています。
　この工法に使用されている枠組材は
ほとんどが輸入材です。そこで、県産材
の利用促進を図るため、枠組材に県産ス
ギやヒノキを使ったパネルの強度性能を
評価しました。その結果、SPF（スプ
ルース、マツ、モミの混合）と比較して
差はなく、枠組材として十分使用できる
ことがわかりました。



※年千人率とは、労働者1,000人あたり１年間に発生する死傷者数を示すもので、次式で計算される。
【年千人率＝１年間の死傷者数÷１年間の平均労働者数×1000】
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2 担い手の確保・育成
（1）林業作業員の現状
　我が国が人口減少社会を迎える中、担い手の確保・育成対策は全産業において大変重要な課題と
なっている。こうした中、主として素材生産作業を行う伐採等作業員は機械化等により労働環境が
大幅に改善され、安定的に
確保されるようになってき
たが、造林・保育作業を主
として行う造林作業員数は
人力作業の割合が高いなど
の理由から減少傾向が続い
ており、主伐の増加に伴う
再造林や保育作業に支障を
きたす状況になってきてい
る。
　また、労働環境の改善を
図るうえで重要とされる労
働災害の発生状況について
も、大分県の林業作業中の
死傷者数は依然として高い
状況にある。死傷者数の年
間の発生割合を示す年千人
率※についても、林業は他
産業に比較し、著しく高く、
平成28年度は全国の全産業
の平均が2.2であるのに対
し、林業は全国で31.2、大
分県では39.5と非常に高く
労働力確保の面からも、早
急かつ効果的な対策を講じ
る必要がある。

資料出所：厚生労働省労働者死傷病報告及び総務省労働力調査

【大分県の林業作業員数の推移】

【大分県の林業労働災害の発生件数の推移】

【全国の業種別死傷年千人率※（休業4日以上）の推移】

（注）死傷者数は労働者死傷病報告（厚生労働省）、死亡者数は林務管理課に
報告のあった林業関連作業での死亡者数の集計値（労働者以外の死亡者数を
含む）

資料：「林務管理課調べ」



　林業は非常に危険な作業が多く、特殊な技術が必要な作業も多いことから未経験者の就業には事前
の訓練が必要である。そこで、未経験の就業希望者に林業作業に必要な技術を身につけるための研修
の場等を提供することで、就労者の拡大を図る。

①　育成環境の整備

　林業は過酷で危険な作業も多く、年収の割に作業環境の厳しい現場も多いことから、事業体の規模
拡大、機械化や防護服等を含めた安全機材の着用の促進、労働条件の事前提示と遵守の徹底、労働
安全活動の強化等に取り組むことで、労働環境の改善を図り必要な作業者等の確保を目指す。

②　労働環境の改善

【対策のポイント】
　「林業の職業訓練校などの創設」「林業研修にかかる負担の軽減」「ＯＪＴ訓練を可能とする
事業体への支援」

【効果】
　林業作業における知識を事前に身に着ける環境が確保されることで、未経験者の就業意欲も
高くなり、効果は高い。

【対策のポイント】
　「就職情報の公表や就職斡旋活動の推進」「年収の向上」「事業体の規模拡大」「機械化の促進」

「防護服等を含む安全機材の着用促進」「事業体における労働条件の事前提示と遵守の徹底」
「労働安全活動の連携・強化」
【効果】
　就労しやすい環境づくりや年収の向上、機械化の促進、労働条件の事前提示等の労働環境の
改善がなされることで、就労意欲も高くなり定着率も高くなることから効果は高い。
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（2）林業作業員の育成・確保対策
　持続的な林業経営が成り立つには、素材生産や再造林・保育を行う作業員の確保は必須条件である。
そのための林業作業員の育成・確保対策について以下提示する。

林業研修の実施 林業安全パトロールの実施



【取組事例】

林業経営をも担いうる人材の育成　～おおいた林業アカデミー～
（大分県　林務管理課）

平成28年度おおいた林業アカデミー下刈研修

安全で安心して働ける労働環境作り　～林業労働災害の撲滅を目指して～
（大分県　林務管理課）
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　林業における労働災害発生率は他産業に比べ高い状況が続いており、労働災害を減少させる
ための安全な作業環境の改善が喫緊の課題となっています。
　大分県では、事業主を対象に安全管理体制研修を実施するとともに、防護衣服の購入や蜂毒抗体
検査にかかる費用を支援し、林業従事者がより安心して働ける労働環境の構築を推進しています。
　また、平成29年７月11日には林業・木材製造
業（林材業）における労働災害の撲滅を図る
ため、大分労働局労働基準部長と大分県農林水産
部長が「労働災害防止に関すること」「労働災害
発生時の相互協力に関すること」「林材業に係る
労働災害及び労働保険特別加入者の情報の共有
に関すること」に協同して取り組む『大分県林
材業労働災害防止対策の協同活動に関する協定』
を締結しました。
　これからも、業界関係者間の情報共有や協力
体制の強化により林材業従事者がより安全に
働ける産業づくりを目指します。

　将来的に林業経営をも担い
うる有望な人材を育成する
ため、林業分野への就業を目
指す方を対象に、林業に必要
な知識・技術の習得ができる
１年間の研修「おおいた林業
アカデミー」が平成28年度
に開講しました。
　公益財団法人森林ネットお
おいたが主催し、受講生は国
の「緑の青年就業準備給付金」
の給付を受けることができる
ため、由布市の大分県林業研
修所にて１年間安心して研修
に専念できます。
　平成28年度の受講生10名は
全員修了し、それぞれ県内の
林業事業体に就業しました。
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3 里山林の整備と活用
（1）基本的な考え方
　本県の里山には、かつて薪炭林として活用してきたシイ・カシ類等の豊富な広葉樹資源があり、
たけのこや竹材の生産を目的に植えられた竹林も多く存在する。これらの資源が有効に活用されれば、
山村の振興に繋がるとともに、計画的に実行することで里山環境の保全も図れることとなる。
　また、里山林は立地条件がよく、萌芽更新等の天然力も活用できることから、更新や保育が容易で
あり、管理費の省力化が図れるといった利点もある。
　今後の木質バイオマス発電等の新たな需要が増大すれば、これらの広葉樹や竹の利活用が促進され、
荒廃した里山林の再生（整備）に大きく寄与するものとして期待されている。
　ただし、無秩序に里山林を伐採するのではなく、希少な動植物の保全や優れた景観の保全等、森林の
持つ公益的機能に十分配慮した伐採・更新計画を立て、資源の活用を図っていくことが重要である。

◯里山林（広葉樹林・竹林）の活用状況



　里山林は、かつて薪炭林に利用されていた広葉樹二次林や竹林のほか、鎮守の森のように文化的
価値の高い森林や風致林など保全の必要がある森林も多い。
　これらの里山林の整備方法としては、「第４章　目指す森林の姿に応じた施業・管理方法」に基づき
適正な管理に努めるものとする。ただし、竹林の施業・管理方法については、以下のとおりとする。
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（2）竹林の施業・管理方法
①竹林の現状
　竹林の施業・管理方法を考える際に重要なのは、現状の竹林の状態である。本ビジョンでは、現状
の竹林の状態を下記の３つに区分して考えるものとする。

　　「管理竹林」・・・　竹材やたけのこ生産を目的に 適切に管理されている竹林
　　「放置竹林」・・・　長年にわたって手入れされていない 放置された竹林（竹やぶ）
　　「侵入竹林」・・・　隣接している人工林等に、自然に侵入した（ている）竹林

②施業・管理方法の選択
　竹林の施業は、竹を活用するものと駆除・予防するものに大きく大別され、森林の整備目標に
応じて適切な施業を実施しなければならない。

管理竹林 放置竹林 侵入竹林（スギ林に侵入）

【施業・管理方法の選択】



【大分県の竹林面積】
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③本県の竹の種類と用途
　本県の主な竹の種類は「マダケ」「モウソウチク」

「ハチク」であり、マダケの割合が高く、竹林全体の
76%を占めている。（右図参照）
　用途としては、竹材生産には「マダケ」が、タケノ
コ生産には「モウソウチク」が主に利用されている。

10,400 

1,920 
691 726 

マダケ モウソウチク ハチク その他

資料：「林務管理課資料（H27）」
④竹林を活用する施業
　竹林を活用する場合は、竹の生態を良く理解し、

「竹材生産」、「タケノコ生産」、「公益的機能の発揮」
等の目的に応じた適切な施業を実施する。

○施業と新竹（タケノコ）発生との関係
　・施肥すると、太い新竹（タケノコ）が発生し、本数も増える。
　・皆伐すると、伐竹直後は細竹が多数発生し、放置すると元の状態になる。
　・放置すると、新竹（タケノコ）は少ないが、大竹となる。
　・疎仕立てにすると、中形の新竹（タケノコ）が発生し、本数は増加する。
　・密仕立てにすると、新竹（タケノコ）は大きくなり、発生本数は減る。
　・太い親竹を残すと、太い新竹（タケノコ）が発生する。
　・細い親竹を残すと、細い新竹（タケノコ）が発生する。

○標準的な施業方法
　竹林を活用する場合の主な施業は、「タケノコ収穫」、「施肥」、「中耕」、「竹材収穫」、「親竹の伐竹」、

「うら止め」などがあり、竹材とタケノコ生産で施業方法は異なる。
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⑤放置竹林を管理竹林とするための手順
　放置竹林を管理竹林（タケノコ生産林）へ誘導する標準的な手順は以下のとおりである。

　伐竹する竹は、老齢竹、大径竹、小径竹、傾斜している竹、曲がっ
ている竹、葉の少ない竹、病害虫等の被害を受けている竹を優先して
10～12月頃伐採する。
　240本/10aに仕立てる場合の、竹の間隔は2.0mである。
　なお、生産目的により、伐竹後の仕立て本数を変える必要がある。

　２年目以降は、目標とする仕立て本数の20%を４月頃に新竹仕立し、11月頃に親竹（５年目竹）を新竹
仕立した本数分伐採することで、立竹本数を維持する。５年後の夏には、１～５年の竹齢が均等になる。
　なお、毎年、新竹仕立てした竹には違う色のカラーテープを巻きつけると管理がしやすい。

【竹齢の見分け方】



⑥竹を駆除し、竹林の拡大を予防する施業
　竹からの樹種転換や人工林等に侵入してきた竹を駆除する場合は、竹の生態を良く理解し、２年～
３年程度かけて効果的な施業を実施する。また、竹は、地下茎が伸びて繁殖・拡大をすることから、
地下茎の駆除が竹の駆除ともいえる。
　なお、一度駆除しても繁殖源になる竹林が近隣に存在している場合は、竹の地下茎はおよそ２m ／
年伸長し、時には６m ／年余り伸長する場合もあるので、侵入に対する予防策が必要となる。
　ただし、傾斜地などで地下茎の枯死により土砂崩壊の恐れがある場合は、他の樹種の導入を図り
ながら長い期間をかけて駆除していく必要がある。

○標準的な施業方法
　竹を駆除する場合の主な施業は、「親竹の皆伐」、「新竹の皆伐」、「再生竹の刈払い」、「除草剤注入」、

「地下茎の拡大防止」などがある。

⑦放置竹林や侵入竹林の竹を駆除するための手順
　放置竹林や侵入竹林の竹を駆除する標準的な手順は以下のとおりである。
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　冬季に親竹をすべて伐竹し、初夏
に新竹をすべて伐竹することで、地
下茎を弱らせる。
　その後、再生竹の刈払いを繰り返
し行い、地下茎を枯れさせ駆除する。



【取組事例】

里山林の保全　～地域住民などによる民間協働組織による取組～
（大分県　森との共生推進室）

荒廃竹林の再生　～竹材・タケノコ生産のための竹林整備～
（大分県　林産振興室）
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　里山の広葉樹は昔から薪炭材としての利用
など、日々の生活に欠かせないものでした。
ところが、現在では生活様式の変化により、
かつてのように生活に必要な薪や炭の生産の
場として利用されなくなったことに伴い、地域
住民と森林との関わりが希薄化し、森林の手
入れが行われなくなったことで、竹の侵入や
藪化等が進行しています。
　一方で、「荒れている里山林の手入れをした
い」、「子ども達に森林の中で自然を体験させ
たい」といったニーズも高まっています。
　そこで、県では、森林環境税を活用し、
県民の皆様が協力して行う里山林保全活動や
森林環境教育への支援を行っています。

　大分県には約13,700ヘクタールの竹林が
あり、全国２位の面積を有していますが、竹
材代替品や、中国産の輸入が盛んになるに
つれて需要が減少した結果、その多くは荒廃
竹林となっています。そのため県では森林環
境税を活用して、竹材・タケノコ等の生産や
竹チップ・竹炭等の利活用を目的とする荒廃
竹林整備に対して支援を行っています。ま
た、竹林整備の知識を習得するための研修会

「竹林楽校（ちくりんがっこう）」も開催して
います。これらの成果の一つとして、タケノ
コの生産量は平成19年まで10年間、ほぼ100t台でしたが、平成20年に前年の３倍に増加し、
それ以降現在まで400t以上で推移しています。



82

第
５
章

4 新たな林業技術の導入
（1）森林情報管理　～森林 GIS の活用～
○森林GISの活用状況
　大分県では、県民の多様なニーズに応じた情報提供を行うなどの行政サービスの向上や、林業行政
の効率化、適正な森林整備の推進を目的として、平成17年度より森林GISの運用を開始し、平成23年
度には市町村においても森林GISが利用できるよう、システム改修を行った。
　森林GISでは、地域森林計画の樹立のために現地調査等に基づき作成された森林簿、森林計画図、
森林基本図、正射写真図などの森林資源情報を一元的に管理している。

○今後の取組
　国土調査の成果と正射写真図を元に、林相ごとに区分された森林計画図の作成を進め、森林簿への
反映も進めることとしている。
　航空レーザー測量により得られる地盤高データからより精密な森林基本図の作成、3Dレーザー
スキャナを利用した森林資源調査により収穫予想表の改訂を行い森林簿の材積をより実態に近づける
など、新たな技術を活用し、様々な森林資源情報の精度向上に取り組む。
　森林法改正により、伐採後の状況報告や林地台帳の整備が義務化され、森林の施業履歴など森林
情報の一元的な管理、運営が必要となったため、森林GIS統一マニュアル及び施業履歴情報を作成
する。
　更に、県の持つ森林情報について、利用者の利便性向上のため、情報オープン化の検討やQGIS、
3Dレーザースキャナ操作技術研修などを行い、スマート林業の実現に取り組む。

【森林GISとは】
　GIS は” Geographic Information System” の略で、「地理情報システム」といい、コンピュータ
上に地図情報やさまざまな付加情報を持たせ、作成・保存・利用・管理し、地理情報を参照で
きるように表示・検索機能をもたせたシステムのことをいう。人工衛星、現地踏査などから得ら
れたデータを、空間、時間の面から分析・編集することができ、科学的調査、土地、施設や道路
などの地理情報の管理、都市計画などに利用される。
　このGISを森林・林業用に専用の設計をされたものが、森林GISと呼ばれるものである。
　森林GISを活用することで、森林の資源情報や現地の状況等がパソコン上で確認できるため、
施業の集約化や計画的な森林整備への活用が期待される。



（2）早生樹種導入に向けた取り組み
　木材価格の低迷により育林に関する施業の省力化が重要視されているが、その一方でスギ・ヒノキの
ような一般的に植栽されてきた樹種にとらわれず、初期成長量の大きい樹種、いわゆる早生樹を活用
することで低コスト化を目指す取り組みが進められている。
　大分県では、ユリノキ、、チャンチンモドキ、熊本県では、センダンの試験研究に取り組んでいる。
更に大分県では、林業を取り巻く産学官の関係者が連携して平成27年に設立した「おおいた早生樹研究
会」において、様々な樹種をモデル的に植栽し、実証試験に取り組んでいる。

83

第
５
章

コウヨウザン チャンチンモドキ

【取組事例】

森林基本図の精密化　～航空レーザー計測データの活用～
（大分県　林務管理課）

　現在大分県で使われている森林
基本図は、S40年代に、当時の図化
技術（写真から目視で判読）で作成
したものであるため、等高線にズレ
があるなど、現実の地形との差があ
ることが問題となっていました。
　このため、航空レーザー測量に
よって得られた地盤高データを利用
し、森林基本図の精密化を進めてい
ます。精密な図面が出来ることで、
路網ルートを図面上で絞り込みやす
くなるなど森林施業に役立つほか、
治山事業や防災の分野での活用も
期待されています。

■航空レーザー計測とは　
航空機から地上にレーザ光を照射し、広範囲に高精度な
地表の三次元地形データを計測する方法です

赤線：新しい基本図
黒線：現在の基本図
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【取組事例】

3Dレーザースキャナを活用した収穫予想表の改訂
（大分県　林務管理課・農林水産研究センター林業研究部）

ドローンを活用した新技術の推進
（大分県　林務管理課・森林保全課）

　近年、レーザー技術を活用した測量機器等
の開発が進んでおり､林業分野へのこれら技術
の導入を推進するため､平成28年度から３D
レーザースキャナを活用した収穫予想表の
改訂に取り組んでいます。
　３Dレーザースキャナーによる調査では、
森林内の立木や地形の情報を360度-３Dで読
み取るため、蓄積量など立体の森林情報の整
備が可能になります。
　従来の森林調査は人力に頼るのみでしたが、
こうした高性能機器の出現とGISやIoT技術の
活用による利用性能の向上によって、より詳
細な森林情報を効率よく整備することが可能
になってきました。
　収穫予想表の改訂作業を通して、本県資源の
正確な評価と森林経営の最適化を推進します。

左上：3Dスキャナ本体 右下：再現された資源情報
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　本県林業分野でも、ドローン
活用の検討が始まっています。
　平成28年には林業現地適応
の検証会が開催され､ドローン
の飛行テストと植栽木や下刈
りの状況撮影を行いました。
林業特有の高低差のある地
形、地表面の雑灌木や外周林
からの枝等の障害物による近
接撮影の難しさ、撮影映像と
人の視覚認識との違い等、課
題は多いものの、その高低差
や寄りつきの困難さこそが、

林業労働の大きな負担であることを考えれば、ドローンによって最短最速で林況把握ができるメ
リットは計り知れません。
　森林という複雑な環境で “職人作業” を求めてきた林業分野に、新たな可能性をもたらす技術
として、課題に向き合い、今後とも新技術への挑戦を推進していきます。

最もポピュラーな市販のドローン
（300～500g保持､15～20万円クラス）と操作盤



85

第
５
章

【取組事例】

林地台帳システムの導入　～森林所有者情報の管理～
（大分県　林務管理課）

ICTを活用した原木の流通
（大分県　林産振興室）

　森林所有者の所在が不明な森林や林地
の境界が不明な森林が増加し、森林整備
が進まない要因の一つとなっています。
　こうした状況を踏まえ、平成28年５月
に森林法が改正され、森林所有者や林地
の境界に関する情報などを整備・公表す
る林地台帳制度が創設されました。
　県では、県が作成してきた森林簿と法務
局の登記情報をマッチングさせるなどの
データ整備を行い、市町村が平成31年５月
に公表できるように支援を行っています。
　この林地台帳の整備によって、森林組合
や林業事業体が、森林所有者情報をワン
ストップで入手できることにより、効率
的な森林施業の集約化や森林整備が期待
されます。

　近年、製材工場の規模拡大や合板工場での国産材利用の増加、原木輸出の拡大、更にバイオ
マス発電施設の稼働などにより、原木の大量かつ安定的な供給を望む需用者が増加しています。
これらの需要に応えるために、素材生産事業体等により、山土場や中間土場などを利用した直送
による取引が行われています。
　県では、山元等で材積等の確定を行う場合に、これまで行われてきた手検収に加え、市販の
デジタルカメラで丸太末口を撮影し材積を計算するソフトなど、ICTを活用した原木流通の確立
をめざしています。
　これらの取組により、流通が簡素化し、林家の所得向上にも寄与することが期待されます。

林地台帳に記載される項目

画像解析ソフトでの丸太検収

※着色している項目は森林法に定める事項、その他は省令等で定める事項



図1　コウヨウザンの単木材積の推移 図2　チャンチンモドキの単木材積の推移
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【取組事例】

新たな植栽樹種の研究　～将来需要に対応できるスギ・ヒノキ以外の樹種の選定～
（大分県　農林水産研究指導センター林業研究部）

　早生樹は初期育林経費の軽減及び早期の資金回収が期待されますが、実際の成長や材質特性に
ついて不明な点も多くあります。そこで早生樹の利用可能性を検討するため、平成24 ～ 26年度
に「チャンチンモドキ」及び「コウヨウザン」の２樹種について、その成長特性及び材質特性の
調査分析等の試験を行いました。

※上記２樹種について成長や材質、育苗等の試験結果を取りまとめた『早生樹を用いた短伐期
　林業の手引き』を作成しており、HPにて閲覧可能です。
　（http://www.pref.oita.jp/soshiki/15088/souseiju-tebiki.html）

【試験結果】
　樹幹解析の結果、コウヨウザン・チャンチンモドキともに同じ地位級のスギよりも旺盛な成長
が認められました（図１、２）。また、材質はスギ、ヒノキと同程度の性能を有していることが
わかりました。今後は早生樹林業の普及に向けて施業体系の検討を行う必要があります。
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5 数値で見る５年間の取組状況（持続的な林業経営を可能とする取組）
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項 　　　　目

林業産出額（億円/年） P19

P20

P50

〃

〃

P61

P66

〃

〃

P69

〃

P68

〃

P19

〃

P20

〃

〃

〃

P15

〃

175

895

581

301

6

242

20

235

174

7.2

5,400

3.9

9,900

2,167

5,308

63

8

68

36

30,597

181

928

792

484

27

25

329

217

8.0

5,100

3.9

10,500

2,085

5,135

67

12

67

35

33,417

195

1,048

650

466

39

10

303

260

7.6

5,500

4.2

9,800

2,619

5,204

74

13

90

38

40,963

194

1,136

831

484

104

29

357

310

8.1

5,300

4.9

8,400

2,500

4,672

77

16

1,367

81

34

41,092

（200）

1,233

902

663

206

179

28

200

352

8.7

5,000

5.4

8,000

2,582

5,217

84

24

-

83

25

39,285

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

○

○

△

○

○

○

素材生産量（千㎥/年）

植栽面積
（ha）

コンテナ苗生産量
（千本）
育林コスト
（万円/ha）
林業専用道
（km/年）
森林作業道
（km/年）
高性能林業機械
保有台数（累計）
素材生産性（主伐）
（㎥/人日）
生産費（主伐）
（円/㎥）
素材生産性（間伐）
（㎥/人日）
生産費（間伐）
（円/㎥/）
スギ山元立木価格
（円/㎥）
ヒノキ山元立木価格
（円/㎥）
認定林業
事業体数 (累計）
うち生産量１万㎥以上
の林業事業体（累計）
林業作業員数
（人）
新規林業就業者数
（人）
シカによる林業被害額
（百万円）

シカ捕獲頭数（頭）

うち低コスト再造林
面積（ha）

H24実績 H25実績 H26実績 H27実績 H28実績 評価（※）掲載
ペ－ジ

再
造
林
の
徹
底

森
林
資
源
の
循
環
利
用

木

材

生

産

力

の

強

化

担
い
手
の
育
成

鳥
獣
対
策

1,435
（H22）

※○効果が高いもの、△効果が低いもの



第6章　推進体制・評価・その他

　本ビジョンを一過性のものではなく、今後の本県の森林づくりの指針とし、継続的に活用できる
ものとするため、「次世代の大分森林づくりビジョン推進会議」（以降「推進会議」とする）を設置し、
その下に県の施策に反映するための「本部会議」を設置することで、社会的状況の変化や新たな技術
導入等に臨機に対応できる推進体制を構築する。

１ 次世代の大分森林づくりビジョン推進会議の設置

　本ビジョンの推進母体となる「推進会議」で、今後の森林づくりにおける課題解決のためのテーマ
を検討し、試験研究機関へ提案するとともに、これまで取り組んできた試験研究機関の研究成果等に
ついて、実践・検証するとともに、研究成果等の提示など、試験研究機関との連携を図る。

2 試験研究機関との連携
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次世代の大分森林づくりビジョン推進会議

新技術の普及
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　今回のビジョンで示す森林関連施策の方向及び地域的な特性に応じた森林整備及び保全の目標等に
ついては、「市町村森林整備計画」等に反映し、ビジョンの実現に努める。

5 その他

　今回のビジョンで示す将来像の実現ができているか、５年に１度検証を行い評価する。この評価に
基づき、計画の変更や必要な施策の追加等ビジョンの実現に努める。

4 評価

　今回のビジョンで示す将来像の具体的事例として、県下各地の先駆的事例をモデル林として設置し、
ホームページ等で施業履歴や現況を開示することにより、広く情報の共有を行い次世代の森林づくりに
反映する。平成29年度までに、本県の森林づくりのモデルとなるような先駆的な取組を実践している森
林を15箇所モデル林に指定し、県庁林務課利課ホームページ（http://www.pref.oita.jp/soshiki/16050/）で
公開している。

3 モデル林の設置と活用

H23指定　長伐期林（由布市：九州電力㈱） H23指定　長期育成循環林（豊後大野市：後藤國利）

H24指定　長期育成循環林（大分市：県有林） H24指定　ユリノキ短伐期林（日田市：長哲也）



森林・林業関係用語の解説

○安心・活力・発展プラン2015（あんしん・かつりょく・はってんプラン2015）
県政の基本目標である「県民とともに築く「安心」「活力」「発展」の大分県」の実現に向けて、「県
民が主役」「県民の多様な価値観の尊重」「県民の発想と活動の支援」を基本に据え、平成27年12
月に策定した県政運営の指針。

○育成単層林（いくせいたんそうりん）
森林を構成する林木の一定のまとまりを一度に全部伐採し・人の手（植栽や萌芽等）により単一の
樹冠層を構成する森林として成立させ、維持していく森林づくりの方法。

○育成天然林（いくせいてんねんりん）
天然林のうち、主として人為による施業を実施することで成立、維持されている森林。

○育成天然林施業（いくせいてんねんりんせぎょう）
天然林に間伐などの人為による施業を加え森林を維持造成する施業。

○育成複層林（いくせいふくそうりん）
主に森林を構成する林木を抜き伐りにより部分的に伐採し、人の手（植栽、刈り払い、地表のかき
起こし等）により複数の樹冠層を構成する森林として成立させ、維持していく森林づくりの方法。

○植付け（うえつけ）
山に苗木を植えること。植える時期は苗木の成長が活発になる春期又は、苗木の成長が休止等する
秋期に行う。

○うっ閉（うっぺい）
隣り合う林木の樹冠が相接して、林冠にすきまがなくなった状態をいう。閉鎖。

○枝打ち（えだうち）
立木の一定の高さまで枝を切り落とす作業。節のない木材や、年輪幅を調節し優良な木材の生産を
目的とするが、林内の光環境改善による下層植生の育成等の副次的効果ももたらす。

○エリートツリー
精英樹（第一世代）の中でも特に成長や材質の優れたもの同士を交配してできた、第２世代以降の
精英樹のこと。

○おおいた農林水産業活力創出プラン2015
　 （おおいたのうりんすいさんぎょうかつりょくそうしゅつぷらん2015）

「変化に対応し挑戦と努力が報われる農林水産業の実現」「安心して暮らしていける魅力ある農山漁
村づくり」を基本目標に、計画の期間を平成27年度から36年度までの10年間とし平成27年12月
に策定。

ア行
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カ行

○帯状伐採（おびじょうばっさい）
帯状伐採とは、帯状に伐採し伐採率等を管理する施業方法である。帯状択伐と帯状皆伐の違いは伐
採幅が最も大きな樹高の2倍以内を帯状択伐とし2倍以上の場合を帯状皆伐としている。

○温室効果ガス（おんしつこうかがす）
地球の気温を上昇（地球温暖化）させる効果を有する気体の総称。二酸化炭素（CO2）、メタン

（CH4）、一酸化二窒素（N2O）等。

○皆伐（かいばつ）
主伐の伐採方法で一定面積の立木の全部、または大部分を一度に伐採することをいう。

○かき起こし（かきおこし）
ササなど草類や未分解の落葉・落枝を除去することにより、自然散布された種子が地面の上で、発
芽しやすい環境を整える作業をいう。

○拡大造林（かくだいぞうりん）
天然林を伐採した跡地や原野などに人工造林を行うこと。増大する木材需要に応えるため、1957

（昭32）年から1960年代後半にかけて推進された。

○架線集材（かせんしゅうざい）
空中に張ったワイヤーロープを使って、伐採した木を林道端などに集める方法。

○下層植生（かそうしょくせい）
植栽の時期や樹種構成の関係により樹冠が２層以上の構造を有している森林において、下位の層に
ある樹冠を構成する木及び草木類からなる植物集団を指す。

○下層木（かそうぼく）
植栽の時期や樹種によって、樹冠の構成が２層以上あるもののうち、下位の層を構成する木をいう。

○乾燥材（かんそうざい）
製材品を建築用材などとして使用する前に、あらかじめ乾燥させた木材。木材に含まれる水分を一
定の水準まで減少させることにより、寸法の狂いやひび割れ等を防止し、強度を向上させる効果が
ある。蒸気式などの乾燥装置で人工的に乾燥したものと、屋内外で一定期間自然に乾燥したものが
ある。

○間伐（かんばつ）
育成過程の林分で、林木の利用価値の向上と森林の有する諸機能の維持増進を図るため、目的とす
る樹木の密度を調節する伐採のことをいう。一般的に除伐後、主伐までの間に育成目的に応じて間
断的に行われる。なお、択伐と間伐の違いは更新・収穫を目的として一定割合の伐採率で伐採する
ものを択伐とし、間伐の場合は、間伐後の一定期間内に残存木の樹冠がうっ閉することが一般的な
基準となる。
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○間伐材（かんばつざい）
間伐によって生産された木材。

○完満（かんまん）
樹幹の太り具合をいい、樹幹が円熟に育っている状態を完満という。完満の基準測定法としては、
樹幹の円柱部または放物線体部が長いもの（幹の根元と上部との太さの差が小さいもの）を「完満
度が高い」、「完満性が良い」などといい、円すい部の長いものを梢殺（うらごけ）という。

○胸高直径（きょうこうちょっけい）
成人の胸の高さ（通常は地上１.２ｍ）で測る、樹木の幹の直径。立木測定に用いられる。

○渓畔林（けいはんりん）
河川周辺の森林のうち、上流の狭い谷底や斜面にあるもの。

○原生林（げんせいりん）
天然林のうち、人の手がまったく加わっていない森林のこと。原始林ともいう。

○公益的機能（こうえきてききのう）
森林の機能のうち、水源かん養機能、山地災害防止機能、生活環境保全機能、保健文化機能などを
いう。

○更新（こうしん）
森林や樹木などの世代交代。

○高性能林業機械（こうせいのうりんぎょうきかい）
１台の機械で、多くの工程を処理したり、単一の工程を能率良く処理できる木材伐出用の専用機械
をいう。機械の種類には、プロセッサ（玉切り・枝払い）、ハーベスタ（伐倒、玉切り、枝払い）、
タワーヤーダ、スイングヤーダ（集材）、スキッダ（集材）、フォワーダ（集材運搬）、グラップルソー

（玉切り、集積、積込み〉等がある。国内には、1980年代後半から導入されるようになった。

○合板（ごうはん）
丸太から大根のカツラムキのように薄板をつくり、繊維方向を交互にして接着剤で貼り合わせた板。

○公有林（こうゆうりん）
地方公共団体が所有する森林。都道府県有林、市町村有林などのこと。

○広葉樹（こうようじゅ）
平たくて幅の広い葉をもった樹木。（例：ナラ、シラカバ）

○国有林（こくゆうりん）
国が持ち主の森林。大部分は林野庁（森林管理署）が管理しており、国土の約20％を占める。

○根系（こんけい）
植物の地下部の総体をいう。樹木の根系は､樹種によって深根性のものと浅根性のものとがある。

92

資
　
料



○混交林（こんこうりん）
２種類以上の樹種からなる森林で、単純林（一斉林）に対するものである。針葉樹と広葉樹から
なる森林（針広混交林）を指すことが多い。混交林は、樹種特性の異なる樹木の組み合わせによる
森林なので病虫害や気象害による全面的な被害にあいにくいと言われている。

○コンテナ苗（こんてななえ）
容器（コンテナ）で育苗された苗。苗畑管理や植栽の省力化を図ることができるとともに、裸苗（普
通苗）に比べて植栽期間が長く活着率が高い傾向にある。

○再生可能エネルギー（さいせいかのうエネルギー）
化石燃料などの限りがあるエネルギー資源に対し、太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地
熱などの一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇しないエネルギー。

○材積（ざいせき）
木材や樹木の体積をいい、㎥（立方メートル）で表す。

○再造林（さいぞうりん）
人工林の伐採跡地に人工造林を行うこと。多くは、針葉樹人工林の伐採跡地に再び針葉樹の苗木を
植栽する。

○作業システム（さぎょうシステム）
木材生産現場での「作業」と「機械」と「人」の有機的な組み合わせであり、伐倒から造材、集材、
運搬までの一連の作業方法のこと。林道からの距離や地形、生産目的により最適なシステムは異な
る。集材方法により「車両系」と「架線系」に大別される。

○作業道（さぎょうどう）
伐採、造林、保育等の森林施業を行うために、林道等から作業現場へ向けて整備した自動車の通行
が可能な幅員３m程度の作業用道路。

○作業路（さぎょうろ）
伐採、造林、保育等の森林施業を行うために、作業道等から作業現場へ向けて整備した林内作業車
等の林業機械のみが通行可能な幅員２～３m程度の作業用道路。

○里山（さとやま）
集落の近くにある森林の総称。集落の近くにあって、地域住民が日常生活の中で、生活用燃料や
堆肥を作るための落ち葉の採取等に利用している、あるいは、利用していた森林。近年では周辺の水
辺や農地を含めて里山として扱う場合もあり、生物の生息空間としての重要性が見直されている。

○下刈り（したがり）
植栽木の成長を妨げる雑草木を刈り払う作業。

○市町村森林整備計画（しちょうそんしんりんせいびけいかく）
森林法第10条の５に基づき、市町村長がその区域内の地域森林計画対象民有林について５年ごと

サ行
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10年を１期として樹立する造林から伐採に至るまでの総合的な森林整備計画。

○指定施業要件（していせぎょうようけん）
保安林において、立木の伐採の方法及び限度並びに伐採後の植栽方法、期間及び樹種など施業方法
に課せられる制限をいう。

○獣害（じゅうがい）
獣類によって、樹皮をはがされたり若木が食害を受けたりする被害のこと。

○集材（しゅうざい）
伐採した木を一定の場所へ集める作業のこと。

○集成材（しゅうせいざい）
板材や角材を、厚さ、幅、長さ方向に接着して集成した木材。

○私有林（しゆうりん）
個人または私法人の所有する森林。

○樹下植栽（じゅかしょくさい）
高木性の森林が成立している下に苗木を植栽すること。

○樹冠（じゅかん）
樹木の枝と葉の集まりのこと。

○樹冠疎密度（じゅかんそみつど）
一定森林面積上の林木の生育状況を示す密度。森林の区域にかかる樹冠投影面積を当該区域の面積
で除して算出される。

○樹冠長率（じゅかんちょうりつ）
樹冠の長さを樹高で除した比率。風害や雪害などの気象災害に対して安全性を高めるには40～
60％の比率が望ましいとされている。

○主伐（しゅばつ）
木材として利用できる時期にきた木を伐採・収穫すること。基本的に次世代の樹木の育成（更新）
を伴う伐採で、更新伐採ともいい、更新を伴わない間伐とは区分される。主に皆伐と択伐に区分さ
れる。

○主伐・再造林一貫作業システム（しゅばつ・さいぞうりんいっかんさぎょうシステム）
地拵えから植栽までの工程を省力化するため、グラップル等の伐採や搬出に使用した林業機械を用
いて、伐採してすぐに伐採跡地に残された末木枝条を除去して地拵えを実施し、これらの機械で苗
木を運搬した上で、植栽を行うもの。

○植栽（しょくさい）
苗木を植え付けること。
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○植林（しょくりん）
森林を造成する目的で植栽を行うこと。

○除伐（じょばつ）
若齢の森林で、目的樹種の成長を妨げる目的樹種以外の樹種を中心に除去する作業。

○針広混交林（しんこうこんこうりん）
針のような葉をもった「針葉樹」と、平たくて広い葉をもつ「広葉樹」が混ざりあった森林。

○人工林（じんこうりん）
苗木の植栽や播種など人為によって更新された森林。

○薪炭林（しんたんりん）
薪や木炭の原木などの供給を目的とする森林。

○針葉樹（しんようじゅ）
細くとがった葉をもった樹木のこと。（例：スギ、ヒノキ、モミ）

○森林組合（しんりんくみあい）
森林組合法に基づいて組織された、森林所有者を組合員とする協同組合。

○森林経営計画（しんりんけいえいけいかく）
森林所有者等が自発的に立てる森林の経営に関する５年間の計画。持続的な森林経営の確立を目指
すもの。

○森林計画制度（しんりんけいかくせいど）
森林法によって定められた、全国の森林の様々な取り扱いに関する計画体系。国による全国森林
計画、都道府県による地域森林計画、市町村による市町村森林整備計画、森林所有者などによる
森林経営計画などがある。

○森林資源（しんりんしげん）
直接的な意味では、森林から採取して生活に用いられる有用な材料や原料となるものをいい、製材、
紙、パルプなどに用いられる木材、落葉や枝を含めた薪や炭などの燃料材、キノコ、薬草、木の実、
竹、樹皮、樹液、樹枝、繊維、染料など市場で取引きされる商品、および日常生活での必要品など。
その後、水や空気や土壌など森林の存在によって生じる自然環境、さらには、水、大気、土などの
物質そのものよりも、水の循環、大気浄化や気候の安定、土の生産・流出防止などの森林に備わっ
ている環境維持機能も森林資源であると考えるようになってきた。

○森林所有者（しんりんしょゆうしゃ）
森林を保有する者あるいは所管する者。

○森林整備（しんりんせいび）
森林施業とそのために必要な施設（林道など）の作設、維持を通じて森林を育成すること。
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○森林施業（しんりんせぎょう）
主に木材生産を目的に、森林に対して様々な働きかけをすること。対象とする森林タイプで分けて

「針広混交林施業」「広葉樹林施業」、伐期で分けて「短伐期施業」「長伐期施業」、収穫と更新のし
かたで分けて「択伐林施業」「複層林施業」というように使う。

○森林施業プランナー（しんりんせぎょうプランナー）
施業の集約化に向け合意形成を図り、森林経営計画の作成の中核を担う者で、森林組合職員や林業
事業体職員が担う。

○森林セラピー（しんりんセラピー）
森林のもつ人体への生理的リラックス効果などの「癒し効果」を科学的に解明し、科学的な根拠に
基づく健康増進やリハビリテーションのための効果的なプログラムを確立したもの。

○森林の持つ多面的機能（しんりんのもつためんてききのう）
森林の有している機能で、森林が人間に、ある効用を及ぼす時、その効用を及ぼす能力を森林の機能
という。一般に木材生産機能、保健・教育・文化機能、野生動植物の生息地保護機能、水源かん養
機能、防災機能、生活環境機能、などが挙げられる。

○森林病害虫（しんりんびょうがいちゅう）
森林を構成する樹木を侵す微生物及び昆虫等の総称。代表的なものに穿孔虫のマツノマダラカミ
キリがある。

○森林法（しんりんほう）
わが国林政における最も基幹的な法律（昭26法249）。1897（明30）年に第１次、1907（明40）
年に第2次森林法が制定され、1939（昭14）年の改定を経て、1951（昭26）年に現行のものが制
定された。森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定め、森林の保続培養と森林生産
力の増進を図ることにより国土の保全と国民経済の発展に資することを目的とする。

○森林・林業基本計画（しんりん・りんぎょうきほんけいかく）
森林・林業基本法第11条に基づき、政府が立てる森林・林業・木材産業に関する基本計画で、森林
の多面的機能の持続的発揮、林業の健全な発達、林産物の利用及び供給の確保を柱とし、森林・林
業・木材産業の目標設定と関連施策を示している。

○水源かん養機能（すいげんかんようきのう）
洪水を緩和させる、流量を安定させる、水質を浄化するなど、森林のもつ水資源を保全する働き。

○スイングヤーダ
高性能林業機械の1種。旋回ブーム式タワー付き集材機。主索を用いない簡易索張り方式に対応し、
かつ作業中に旋回可能なブームを装備した集材機で、建設用ベースマシン（バックホウ等）に集材
用ウィンチを搭載し、アームをタワーとして使用する。

○筋刈り（すじがり）
植栽列に沿って下刈りをすることをいう。
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○精英樹（せいえいじゅ）
同じ土壌条件の地域に生育する同種・同齢木に比べて形質ともに特に優れた成長をしている樹木を
いう。

○製材（せいざい）
丸太から角材や板材を挽き出すこと、またはその製品。

○成長量（せいちょうりょう）
樹木がある期間に成長した量。通常は樹幹材積の成長した量（材積成長量）をいう。１年間に成長
した量を連年成長量、現在までに成長した量を総成長量、その平均を総平均成長量という。

○生物多様性（せいぶつたようせい）
生物が多くの種に分化し、その類似の程度が一様でない現象を生物の多様性という。

○施業（せぎょう）
本ビジョンでは森林施業の意味で使用。

○施業の集約化（せぎょうのしゅうやくか）
小規模森林所有者をまとめ大規模に森林施業を行えるようにすること。森林施業の低コスト化に
つながる。

○全国森林計画（ぜんこくしんりんけいかく）
農林水産大臣が森林・林業基本計画に即し、全国の森林について5年ごと15年を1期として立てる
計画。

○潜在自然植生（せんざいしぜんしょくせい）
一切の人間の干渉を停止したと仮定したとき、現状の立地気候が支持し得る植生のこと。

○造材（ぞうざい）
切り倒した立木の枝を払い、用途に応じた長さに切って丸太にすること。

○相対幹距比（そうたいかんきょひ）
間伐の密度管理に用いられる指標。平均樹高に対して平均樹間距離がどれぐらいかを％で表した
数字。スギ、ヒノキの人工林の場合、17～20％が適切、14～17％であれば過密、14％未満であ
れば超過密とされている。（例）平均樹高20m、平均樹間距離4mの相対幹距比は4÷20×100＝
20％となる。

○造林（ぞうりん）
森林の生育過程を通して、育成管理すること。

○素材生産（そざいせいさん）
立木を伐採し、造材して素材（丸太）を生産すること。

○疎植（そしょく）
造林法の１つ。植付け密度が疎であること。
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○疎密度（そみつど）
樹冠疎密度をいい、林地面積に対する樹冠投影面積の占める比率をいう。3/10未満の場合は、
無立木地として扱われる。

○択伐（たくばつ）
主伐の伐採方法で、更新と木材の収穫を主目的に林分内の成熟木を数年数十年毎に計画的に繰り
返し伐採すること。伐採により林分の状態が大きく変化せず、持続的に次の世代の樹木を更新させる
ことができるのが特徴である。

○タワーヤーダ
高性能林業機械の一つ。移動や架設が容易なように、タワー（架線集材に必要な元柱の代わりと
なる人工支柱）と集材機が一体となっている移動式架線集材車輌。

○単層林（たんそうりん）
樹冠層が一層である森林。一斉林。

○単層林施業（たんそうりんせぎょう）
森林内の木を、一時に全部または大部分を伐り、そのあとに人工造林又は更新補助作業により、
森林をつくること。

○短伐期施業（たんばっきせぎょう）
長伐期に比べ短い伐期で主伐する施業をいう。

○地域森林計画（ちいきしんりんけいかく）
民有林を対象として、森林計画区毎に都道府県知事が全国森林計画に即して５年ごと10年を１期
として立てる計画。

○地位級（ちいきゅう）
林地の材積生産力を示す等級。適地適木によって、土地生産力を最大限に活用するため、土壌・
地形・地床植物の種類や繁茂の状態などを調査して主要樹種別に定められる。

○地球温暖化（ちきゅうおんだんか）
二酸化炭素やメタンなど、温室効果ガスの大気中の濃度が上がることにより、地球上の熱が大気圏
外へ放出されにくくなって気温が上昇する現象。

○蓄積（ちくせき）
林分の材積の総量を指し、森林簿では小班ごとに整数の 単位で表している。

○地拵え（ぢごしらえ）
苗木の植え付けなどがしやすいよう、雑草木を刈り払うなど植栽予定地を整理する作業。

○治山工事（ちさんこうじ）
山地に起因する災害から国民の生命・財産を保全するために実施するダムエ、山腹工などのこと。

タ行

98

資
　
料



○稚樹（ちじゅ）
樹木の子ども。高さ30cm程度のまでのものを指す場合が多いが、はっきりした基準はない。

○（木質）チップ（（もくしつ）ちっぷ）
一般に木材の幹の樹皮を取り除き、小片（チップ）化したもの。木質バイオマス発電やパルプなど
の原料。

○長伐期施業（ちょうばっきせぎょう）
標準伐期齢のおおむね2倍に相当する林齢で主伐する施業の実施が適切であると見込まれる森林で
行う施業。又は、制限の範囲内で自主的に長伐期施業に準じて行う施業。

○坪刈り（つぼがり）
植栽木の周りだけを下刈りすることをいう。

○つる切り（つるきり）
樹木の幹に巻きついたフジやアケビなどのつる植物を根元から切り、取り除く作業のこと。

○低炭素社会（ていたんそしゃかい）
二酸化炭素の排出量の少ない社会。

○適地適木（てきちてきぼく）
その林地の土壌、気候等に最も適した樹種を選んで植林すること。

○天然下種更新（てんねんかしゅこうしん）
森林内で天然（自然）に散布した種が発芽し、稚樹として育つことで、後継の森林を育成する方法。

○天然更新（てんねんこうしん）
自然に散布される種子が発芽して生育することにより、次世代森林を成立させる天然下種更新と、
伐り株等から生じる萌芽をもとに森林を成立させる萌芽更新がある。場合により、地表かき起こし
や不要な萌芽の除去、保育等更新補助作業を行う場合がある。

○天然生林（てんねんせいりん）
天然林のうち、主として天然力を活用し成立、維持されている森林。

○天然林（てんねんりん）
自然状態で種子の落下による発芽、切り株等からの萌芽により更新された森林。

○天然生林施業（てんねんせいりんせぎょう）
天然林のうち、主として天然力を活用することによって森林を維持造成する施業。

○特用林産物（とくようりんさんぶつ）
主として森林原野において産出された産物で、通常林産物と称するもの（加工炭を含む）のうち、
一般用材を除く品目の総称をいう。具体には、きのこ類、特用樹（和紙などの原料となるこうぞ、
みつまた等）、山菜類、薬用植物、樹実（くり、とちの実等）類、樹脂類、木炭。
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○並材（なみざい）
一般木材の通称。優良材以外の木材。

○認定林業事業体（にんていりんぎょうじぎょうたい）
林業労働力の確保を目的とした「林業労働力の確保の促進に関する法律」に規定される事業体。

○抜き伐り（ぬきぎり）
木材の収穫を主目的とせず、更新を主目的として、林分内の樹木を数年数十年毎に計画的に繰り返
し伐採する施業。主として人工林を天然林に更新する場合に用いる。皆伐に比べ伐採により林分の
状態が大きく変化せず、持続的に次の世代の樹木を発生させることができるのが特徴である。

○ハーベスタ
高性能林業機械の一つ。伐採、枝払い、玉切り（材を一定の長さに切りそろえること）の各作業と、
玉切りした丸太の集積作業を一貫して行う自走式機械。

○バイオマス
再生可能で生物由来の有機性資源で、化石資源を除いたもの。例えば、木質のバイオマスは、地球
に降り注ぐ太陽のエネルギーを使って、無機物である水と二酸化炭素から生物が光合成によって生
成した有機物であり、生命と太陽エネルギーがある限り持続的に再生可能な資源として注目される。

○伐期齢（ばっきれい）
林木が成熟して、伐採時期に達する林齢（植栽から伐採までの年数）。

○伐採の届出（ばっさいのとどけで）
森林法第10条の８第１項の規程により、森林所有者等は、地域森林計画対象森林を伐採する場合
は、あらかじめ市町村長へ伐採届出書を提出しなければならない。平成13年度の森林法改正に
より、伐採及び伐採後の造林の届出書となり、伐採計画に加え、伐採後の造林の方法別面積、植栽
樹種別の面積、本数の記載が義務づけられた。このほかに、森林経営計画に係る伐採届（森林法第
15条）、保安林内での伐採届（森林法第34条）がある。

○伐倒（ばっとう）
立木を切り倒す作業のこと。伐木ともいう。

○パルプ
材や植物の繊維層を化学的処理によって、バラバラの状態で取り出した繊維の集合体のこと。紙の
原料。

○搬出間伐（はんしゅつかんばつ）
木材生産を伴う間伐のこと。

ハ行

ナ行
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○標準伐期齢（ひょうじゅんばっきれい）
各市町村で定める市町村森林整備計画で主要樹種について平均成長量が最大となる年齢を基準と
し、森林の有する公益的機能、既往の伐採齢及び森林の構成を勘案して定める林齡。地域の標準的
な伐採時期として林業経営上の指標や保安林等の制限林の伐採規制（主伐は標準伐期齢以上の
林齡）、森林評価（損失補償）等の基準年齢としても用いられている。

○表面侵食（ひょうめんしんしょく）
雨水による地表の侵食のこと。

○フィトンチッド
植物が放出・分泌し、抗菌・殺虫のほか人間の体に良い影響を与えるなどの働きをもつ成分。

○フォワーダ
高性能林業機械の一つ。玉切りした丸太をグラップルを用いて荷台に積載し、運ぶ集材専用トラクタ。

○複層林（ふくそうりん）
主に樹齢の違いによって、林内に異なる樹高の層が複数できた森林。二段林も複層林のひとつ。

○複層林施業（ふくそうりんせぎょう）
皆伐をせずに更新を行っていく施業。林内の一部の木を伐り、苗木を植えることによって、木の
年齢や高さの違う複数の層を形成する森林をつくる施業。

○プロセッサ
高性能林業機械の一つ。林地または土場で、伐採木の枝払い、玉切り、玉切りした丸太の集積作業
を一貫して行う自走式機械。

○保安林（ほあんりん）
水源のかん養等特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定され
る森林。このような森林は、木を伐ることが制限されたり、木を植えることが義務づけられるなど
法律による規制を受ける。

○保育（ほいく）
植栽してから伐採の間、健全な森林の造成を主目的に行う下刈りや間伐などの施業の総称。

○保育間伐（ほいくかんばつ）
間伐材を利用しない間伐。切り捨て間伐ともいう。

○萌芽更新（ぼうがこうしん）
林木を伐採した後の株から発生させた萌芽を成長させて林を更新する方法。樹種によっては根から
萌芽するものもある。

○保護樹（林）帯（ほごじゅ（りん）たい）
山地災害防止や植栽木の保護等のため伐採（皆伐）時に、林（前生稚樹を含む）の一部を等高線等
に沿って帯状に残した樹林帯をいう。
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○保残木施業（ほざんぼくせぎょう）
主伐時に公益的機能の維持や植栽木の保護を目的に、主伐対象木を一定面積伐採せず残す施業をいう。

○緑の雇用事業（みどりのこようじぎょう）
現場技能者を段階的かつ体系的に育成する林業事業体を支援する事業。平成15年度から事業開始。

○民有林（みんゆうりん）
個人、地方公共団体などが持ち主の森林。国有林以外の森林のこと。民有林には私有林（個人有、
会社有、社寺有等）、公有林（県有、市町村有、財産区有等）がある。

○木材産業（もくざいさんぎょう）
木材を原料とした加工・流通に関連する生産業、販売業の総称。

○木質バイオマス発電（もくしつバイオマスはつでん）
木材の樹皮やおがくず、チップなどの木質系バイオマスをボイラーで燃焼して電力と蒸気を取り
出す発電施設をいう。

○木炭（もくたん）
木材を熱分解した後に残るもの。燃料として昔から利用されるほか、見に見えない小さな穴がたく
さんあることから水質浄化、脱臭、除湿などの働きがある。

○山元立木価格（やまもとりゅうぼくかかく）
立木の状態での樹木の販売価格。一般には、丸太の市場価格から、伐採、搬出等に必要な経費を
控除して計算された幹の材積1㎥当たりの価格。

○落葉樹（らくようじゅ）
秋になると、葉が落ち、春になると新しい葉をつける樹木。（例：クヌギ、コナラなど）

○リモートセンシング
人工衛星や航空機によって、地表の全ての物体が反射又は放射している固有の電磁波を捉え、その
データや画像を伝送させて解析処理し、地上の資源の有無や種類、土地利用の状況、地表や海面の
温度分布、植物活力度などの各種データを得る、遠隔探査のこと。

○立木（りゅうぼく）
土地に生立している木のこと。

○立木密度（りゅうぼくみつど）
単位面積当たりに生立している木の密度をいう。密度は、本数で表す場合が多い。

ヤ行

ラ行

マ行
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○林業経営（りんぎょうけいえい）
林地を生産基盤として林産物（主に木材）の生産・販売などをする営みをいう。

○林業経営体（りんぎょうけいえいたい）
林地の所有、借入、分収造林契約などにより、森林施業を行う権原を有する世帯、会社など。

○林業産出額（りんぎょうさんしゅつがく）
林業生産活動によって生み出された産出額。木材生産、栽培きのこ生産、薪炭生産、林野副産物採
取の合計額。

○林業事業体（りんぎょうじぎょうたい）
他者からの委託または立木の購入により造林、伐採などの林内作業を行う森林組合、素材生産業者
など。

○林業普及指導員（りんぎょうふきゅうしどういん）
地域の林業関係者のまとめ役となって、森林・林業に関する技術や知識、情報などを地域の人々に
伝えるなど、地域林業の発展のために働く都道府県の職員。

○林相（りんそう）
森林全体の姿、ありさまのこと。

○林地（りんち）
木竹が集団で生立している土地を指す場合が一般的。

○林道（りんどう）
公道から、森林ヘアクセスするための幅員３～７ｍ程度の自動車道。他に、生活や災害時に供する
ことを主にした林道もある。管理主体は主に市町村。

○林班（りんぱん）
森林計画では、森林の位置を明らかにする必要があることから、対象の森林を字界や尾根、谷等の
天然地形によりおおむね50ha程度に分けて区分しており、これを「林班」と呼び、数字を振って
あらわしている。

○林分（りんぶん）
林相がほぼ一様で、隣接する森林と区別できるような条件をそなえた森林。例えば、樹種、樹齢、
林木の直径などがそろっているなどで、林業経営上の単位として扱われる。

○林木（りんぼく）
森林を構成している樹木のこと。

○林齡（りんれい）
森林の年齢のこと。人工林では、苗木を植えた年を「１年」として、以下「２年」、「３年」…と数
える。
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○齢級（れいきゅう）
森林の年齢（林齢〉を一定の幅にくくったもの。一般に５年を一区切りにし、林齢15年を１齢級、
６～10年を２齢級、以下３齢級、４齢級という。

○列状間伐（れつじょうかんばつ）
間伐の方法のひとつ。伐採や搬出に都合が良いように一定の間隔で単純に列状に間伐する方法。
高性能林業機械の導入による作業効率の向上、選木作業の省力化等による間伐経費の削減に有効な
手段。

○路網（ろもう）
森林内にある公道、林道・作業道の総称。または、公道、林道、作業道などを適切に組み合わせた
全体をいう。

○A材（えーざい）
一般製材用に用いられる直材（丸太）の略称。

○Ｂ材（びーざい）
曲がり材や短尺材の略称。B材は、主として合板や集成材の原料となる。

○Ｃ材（しーざい）
低質材の略称。C材は、主としてチップ用（製紙原料）やパーティクルボードなどの原料として
使われている。

○Ｄ材（でぃーざい）
木材としての利用価値が低いとされる根元部分や枝葉部分の略称。今後は木質バイオマス発電の
燃料として利用することが期待される。

A～Ｚ
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ビジョン策定の経過等
（1）次世代の大分森林づくり検討委員会名簿

（2）ビジョン策定の経過
平成23年度　　　              8月3日　　次世代の大分森林づくり検討委員会の設置
　　　　　　　　    9月7日　　平成23年度　第１回次世代の大分森林づくり検討委員会開催
　　　　　　　  　11月1日　　平成23年度　第２回次世代の大分森林づくり検討委員会開催
　　　　　　　　    2月1日　　平成23年度　第３回次世代の大分森林づくり検討委員会開催
平成24年度　　　       6月12日　　平成24年度　第１回次世代の大分森林づくり検討委員会開催
　　　　　　　　  8月31日　　平成24年度　第２回次世代の大分森林づくり検討委員会開催
　　　　　　　　12月12日　　大分県森林づくり委員会において概要説明
　　　　　　　　12月17日　　大分県森林審議会において概要説明
　　　　　　　　 12月19日　　平成24年度　第３回次世代の大分森林づくり検討委員会開催
　　　　　　　　  1月16日　　

パブリックコメントの実施（意見等提出件数：15件）
　　　　　　　  ～2月15日
　　　　　　　　  2月20日　　平成24年度　第４回次世代の大分森林づくり検討委員会開催

（3）ビジョン策定に御協力頂いた機関等
「（独）森林総合研究所九州支所」、「大分森林管理署」、「大分西部管理署」
「竹林利活用アドバイザー：野中重之氏」

（4）ビジョン策定に参考とした主な資料
【全国林業改良普及協会発行】
「森林・林業白書（H22～H29年度版）」
「林業技術ハンドブック」
「新たな森林管理−持続可能な社会に向けて−」（藤森隆郎　著）
「長伐期林を解き明かす」
「低コスト造林・育林技術最前線」
【（独）森林総合研究所発行】
「広葉樹林化ハンドブック2010−人工林を広葉樹林へと誘導するために−」
「広葉樹林化ハンドブック2012−人工林を広葉樹林へと誘導するために−」
「森林・林業の再生：再造林コストの削減に向けて−低コスト化のための５つのポイント」
【（財）九州大学出版会発行】
「九州のスギとヒノキ」
【日本造林協会発行】
「平成３年　台風19号等による森林災害の記録」

役職
委員長

委員

氏名
溝上　　展也
諫山　　克彦
小原　　正人
河合　　幸治
桑原　　辰美
後藤　　國利
長江　　恭博
松尾　　正信
山崎　　義久

H23.8～H26.3
H23.8～H26.3
H24.6～H26.3
H23.8～H26.3
H23.8～H24.12
H23.8～H26.3
H23.8～H24.3
H23.12～H26.3
H23.8～H26.3

九州大学農学研究院准教授
日田市森林組合代表理事専務
大分森林管理署長

（公財）森林ネット大分　森林整備部長
九州林産株式会社　林業部長（前職）
大分県林業経営者協会会員
大分森林管理署長（前職）
九州林産株式会社　林業部　森林管理グループ長
佐伯広域森林組合参事

所属等 所属等
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【大分県植物誌刊行会発行】
「新版　大分県植物誌（1989）」
【他県等の資料】
「長野県森林づくり指針」
「災害に強い森林づくり指針」（長野県）
「岐阜県森林づくり基本計画」
「新しい佐賀の森林づくりビジョン（Ver２）」
「熊本県森林・林業・木材産業計画」
「第7次宮崎県森林・林業長期計画」
「宮崎県水と緑の森林づくり条例　森林の整備及び保全に関する指針」
「豊田市100年の森づくり構想」
「竹やぶを竹林にするために−竹林からの惠みを活用するためのマニュアル−」（大阪府）
「竹林整備読本－竹林の整備と利用、拡大防止のための解説書−」（静岡県）
「タケ侵入防止の手引き」（鹿児島県）
【本県の資料】
「大分県の林野土壌－大分県民有林の適地適木調査総集編」
「大分県森林被害復旧総合対策検討委員会報告書」
「除間伐・枝打ちの技術指針」
「タケ（マダケ・モウソウタケノコ）の栽培技術指針」
「大分県農林水産研究指導センター　林業研究部年報等」
「大分県林業統計（H27）」

（5）ビジョン【H29改訂】にかかる組織体制

（1）次世代の大分森林づくりビジョン推進会議 名簿
役職

委員長

委員

氏名
溝上　展也
後藤　國利
首藤　弘一
松尾　正信
諫山　克彦
伊原誠一郎
清瀧　陽平
川畑　宏二
小林　文明
大田　恭司
永楽　智史
戸高　博彦
長野　邦博
佐藤　俊秀

九州大学農学研究院准教授
上北森林再生㈱　代表取締役社長

（公財）森林ネット大分　森林整備部長
九州林産株式会社　林業部長兼森林管理グループ長
日田市森林組合代表理事専務
佐伯広域森林組合代表理事専務
大分県樹苗生産農業協同組合　㈲キヨタキナーセリー
大分森林管理署長
別府市経済産業部農林水産課長
中津市農林水産部林政課林政係長
日田市農林振興部林業振興課林業振興班主査
佐伯市農林水産部農林課林務係副主幹
臼杵市地域振興部農林振興課農林基盤整備室長代理
豊後大野市農林整備課林業振興係総括課長補佐兼係長

所属等

（2）次世代の大分森林づくりビジョン本部会議 名簿
役職

委員長

委員

氏名
吉野　大二
樋口　　昭
諏訪　幹夫
藤本　　浩
森迫　常徳
城井　秀幸

審議監（林政）兼森との共生推進室長
林務管理課長
林産振興室長
森林保全課長
森林整備室長
農林研究指導センター林業研究部長

所属等
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